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３年ぶりの山口地区自主防災活動訓練
９月 3 日（土）午前、3,467 名（安否確認などの在宅参加者を含む）が
参加して山口地区自主防災活動訓練が行われました。（主催：山口地区自治
連合会、共催：山口地区自主防災活動訓練実行委員会）
同日午前 7 時に立川断層帯を震源とするマグニチュード 7.4 の直下型地
震が発生したとの想定の下、市は災害対策本部を設置、山口地区にも現地災
害対策本部が設置されました。５か所の山口地区指定避難場所（山口中、上
山口中、山口小、泉小、椿峰小）が訓練会場となり、各会場では必須訓練（情
報収集・伝達、避難誘導、避難者名簿作成）及び安否確認、初期消火、救出・
救護などの選択訓練を行いました。

3,467 名が参加

避難誘導訓練

避難者名簿作成訓練

救出・救護訓練

初期消火訓練

簡易トイレ設置訓練

防災倉庫見学

エアテント設置訓練

第７分団 令和４年度所沢市消防団ポンプ車操法大会で健闘
９月 11 日（日）
、三ケ島分署で令和４年度所沢市消防団ポンプ車操法大会が開催されました。ポンプ車操法は、
消防ポンプ自動車を使用した消火活動の基本訓練です。大会では、的を火に見立て、消防ポンプ自動車からの放水
で倒すまでの速さや、一連の動作の正確さなどを競います。所沢市消防団は県内有数の高い消防技術を誇っており、
県の消防操法大会で も２度の優勝
（平成 18 年度・24 年度）
をはじめ、
好成績を収めています。
今回の優勝は第１分団。第７分団
は入賞は逃しましたが、指揮者の波
多野班長が優秀選手賞（銀メダル）
に選ばれました。
いざという時に備え、第７分団は
日々研鑽を積んでいます。
全力を尽くした表情、お疲れ様でした。
放水の角度も見事に揃っています。
所沢市消防団第７分団は、山口、上山口、勝楽寺（現在は狭山湖に水没）、荒幡の一部地域を見守っています。
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祝 表彰 社会福祉事業功労者 第４６回所沢市社会福祉大会で表彰
７月８日（金）、所沢市民文化センター・ミューズ（中ホール）において、多年にわたり社会福祉事業の発展に
功績のあった方や団体などを表彰し、感謝の意を表す機会として第 46 回所沢市社会福祉大会が開催されました。
山口地区から下記の皆さん（個人・団体）が受賞されました。日頃の活動にあらためて感謝致します！
優良福祉団体等
荻野 ひろ子（山口地区母子愛育班・母子保健推進員）
ぽかぽか広場・山口(地域児童を対象とした地域福祉向上) 海藤 由枝（山口地区母子愛育班・母子保健推進員）
堀口楽々燦々会 (地域高齢者を対象とした地域福祉向上) 吉田 優美（山口地区母子愛育班・母子保健推進員）
一般福祉功労者等
社会福祉協力者（寄付者に対する感謝）
向野 和美（所沢地区更生保護女性会）
株式会社ベルク山口店お客様一同（愛の福祉基金への寄付）
指宿 美子（山口地区母子愛育班・母子保健推進員）↗ 外崎修汰（西武ライオンズ選手、こども未来基金への寄付）

山口民俗講座

豊作を祈る素朴な先人の心が伝わりました

8 月 26 日（金）、山口まちづくりセンターで山口の民俗講座「山口（所沢）の米作り、日本の米作り」と題し
た講演会と映画上映が行われました。（主催：山口まちづくり推進協議会・山口まちづくりセンター）
講演会の講師は、埼玉県立歴史資料館館長などを歴任され、この夏には『所沢―ふしぎ・魅力発見「あんだかや」
「あんだんべえ」』を刊行された、さいたま民俗文化研究所所長の大舘勝治
氏、上映作品は芸術祭最優秀賞を受賞した
「日本の稲作－そのこころと伝統」
（1974 年英映画社製作）です。
厳しい自然に左右され、
人々は無事に収穫できることを祈るしか術がなか
ったかつての日本の米作り。田の神信仰が生まれ、稲作を中心に１年間の
人々の生活が廻り、
それらの中から日本の心や伝統文化が生まれてきたこと
がよく分かりました。失われつつある日本の伝統文化を大切にし、次の世代
に残したいとの思いになる講座でした。閉会時には、盛大な拍手がホールい
っぱいに響き渡りました。
日本の米作りの心が伝わる講演でした。

「子育てひろば」 ９月からイベント開催中 ぜひ御参加下さい
sui
「子育てひろば」
（共催：母子愛育班・更生保護女性会山口支部・山口ま
ちづくりセンター）は、乳児の子育て支援と交流を目的として毎月第１水曜
日にまちづくりセンターで開催されています。
今年９月からはイベントも開催するようになり、9 月７日は所沢図書館員
による「お話し会」
、10 月５日には地域で活動をしている「ミュージック
パネル・ぷっぺ」さんによるパネルシアターや歌などが催されました。
子どもたちは用意されたおもちゃで遊んだり、絵本の前に座り込んでジッ
と眺めていたり、お母さんはもちろん母子愛育班や更生保護女性会の皆さん
に抱っこされたり、それぞれ思いのままに楽しい時間を過ごしていました。

環境推進員協議会

イベントの内容は毎月変わります。

銚子市で３年ぶりの１泊研修

9 月 21 日（水）～22 日（木）
、山口地区環境推進員協議会は銚子市役所と東総地区クリーンセンターを訪問し、
６年後に運用開始予定の洋上風力発電と最新設備のごみ処理設備について研修を行いました。参加者は 20 名、皆
熱心に質問をしたり感想を述べていました。コロナ対策もしっかり実施、楽しい研修でした。

洋上風力発電への期待は多大です。

巨大なクレーンの動きに見入りました。

東総地区クリーンセンターの前で。
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山口の自然を満喫 「山口ふれあいウォーキング」
９月 25 日（日）
、
「山口ふれあい
ウォーキング」
（主催：所沢市スポー
ツ協会山口支部）が行われました。
台風を心配してか、キャンセルが多
かったにも関わらず 110 名が参加
しました。台風は過ぎ去り、薄曇り
で爽やかな空気の中で山口の自然を
満喫しながら約７km のコースを約
２時間かけて歩きました。ゴールは

爽やかな空気を吸いながら歩きました。

木漏れ日の中、山口の自然に触れました。

山口まちづくりセンター。到着順に抽選会を行い、豪華な賞品を受け取って解散となりました。

岩崎簓獅子舞 本番に向けて合同練習を開始
毎年 10 月の第 2 土曜日に瑞岩寺で行われてき
た岩崎簓獅子舞、コロナ禍のため２年間中止とな
っていましたが、今年は 10 月８日（土）に再開
されることになりました。
学校の夏休みが始まって間もない７月 24 日
（日）夕方、さっそく岩崎上町自治会館広場で大
人と子どもがいっしょになって合同練習を始めま
した。暑い中でしたが、伝承四百余年の歴史を絶
やしたくないとの思いを胸に皆がんばりました。

シリーズ(55) 行って見よう
持明院（じみょういん）寺の歴史

子どもたちは獅子（中央）や棒使い（右奥）の所作を習っています。

山口の自然と歴史

もっと知ろう！

柳瀬川沿い北秋津の「曼荼羅淵」
（まんだらぶち）

前号では「河童のわび証文」民話などお伝えしましたが、本号では寺の歴史や見所についてご紹介します。柳瀬
川を下っていくと二瀬橋、その先は深い淵になっています。持明院は元慶二年（878）権大僧都（ごんのだいそう
ず）寂寛（じゃつかん）によって創建と言われ、当時は秋津村の中央にあり松根寺と云われていたそうですが詳し
くは分かりません。現在の地へ移ったのは享保六年（1721）で改名したのはこの時だそうです。古くは地明院と
いわれていたこと
もあったそうです。
曼荼羅堂（阿弥陀
堂）の本尊阿弥陀如
来は弘法大師の作
といわれていまし
たが、明治 17 年の
火災で焼失、現在の
阿弥陀如来の作者
持明院本堂
石塔
曼荼羅堂（阿弥陀堂）
はわからないそう
淵上山（えんじょうざん）持明院（じみよういん）石塔に明和三年（1765）と刻まれている。
です。この時「河童
のわび証文」も残念ながら焼失、現在は民話として伝えられています。
紙面に掲載出来なかった郷土武蔵野の碑や詳細内容その他を山口まちづくりセンターに掲示しますので、ご覧下さい。
これからも身近な山口・狭山武蔵の道沿い、云い伝えなど聞きながら歩きます、お楽しみに！
（寄稿 神藤年三氏）

村山上貯水池提体及び周辺整備工事について
多摩湖の中央に位置し、山口と東大和市を繋ぐ堰堤道路、現在、首都直下地震に備えた提体の耐震強化工事を進
めています。これに伴い、幅が約６ｍしかなかった車道が約９ｍに拡がるとともに、約５ｍの歩道・自転車道も
新設され、安全に通行ができるようになります。周辺整備も含めた完成時期は令和６年３月の予定です。
マイナンバーカード出張受付（要予約）のお知らせ
市職員がその場で写真を撮ってマイナンバーカード申請をサポートします！
・日時：11 月 29 日（火）10 時～12 時、13 時～15 時
・場所：山口まちづくりセンター （学習室２号）
・対象：事前申込みされた方 ※予約枠に限りがあります。 ・申込み：所沢市役所市民課 マイナンバーコールセンター
・持ち物：本人確認できるもの（免許証や保険証など）
・TEL： 04-2998-9481
（04-2998-9481）
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山口地区の催し物情報・参加者募集
新型コロナウィルス感染防止のため催し物が中止されることがあります。詳しくは各問合せ先にてご確認下さい。
催し物の名称・主催
日時・場所・内容
募集内容・申込み
子育てひろば
日時 11 月９日、12 月７日、１月 11 日（水曜日） 対 象 乳児とその保護者

共催：母子愛育班・更生保
護女性会・山口まちづくり
センター

山口子ども文庫おはなし
会
共催：山口子ども文庫おは
なし会・山口まちづくりセ
ンター

地域交流会ぬくもり広場
主催：山口まちづくりセン
ター

第 64 回山口地区文化祭
主催：第 64 回山口地区文
化祭実行委員会

午前 10 時～12 時
申込み 当日、直接お越し下さい。
場所 山口まちづくりセンター（和室）
参加費 無料
内容 乳児の子育て支援と交流
イベントによっては、申込みが必要な
毎月イベントを開催します！
場合があります。詳細はホームページ等で
11 月 9 日：スクラップブッキング
ご確認下さい。
（ホ ー ム ペ ー ジは「子育てひ
12 月 7 日：乳幼児救命講習会
ろば（山口まちづくりセ ン タ ー）」で検索
場合によっては中止となります。詳細はお問合わせ下さい。
日時 本の貸し出し：11 月 12 日、26 日、12 月３日、10 日、17 日、１月７日、14 日、
21 日、28 日（原則第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時
おはなし会：12 月３日、11 月と１月はお休み
場所 山口まちづくりセンター（学習室３号）
大おはなし会：11 月 19 日午前 11 時～、ホールで開催、申込制で先着 100 名、
11 月 1 日（火）から山口まちづくりセンターで受付
場合によっては中止となります。詳細はお問合わせ下さい。
日時 11 月 16 日（水）、12 月 16 日（金）、１月 対 象 高齢者と障害のある方
18 日（水） 午前 10 時～12 時
申込み 詳細はお問合せ下さい。
場所 山口まちづくりセンター（学習室２号）
参加費 100 円(当日いただきます)
内容 交流と仲間づくり
場合によっては中止となります。詳細はお問合わせ下さい。
日時 11 月５日（土）～６日（日）
詳細は別途回覧される案内やポスタ
場所 山口まちづくりセンター（館全体）
ーをご覧下さい。

秋の「環境美化の日」

日時 11 月６日（日）
詳細は市、自治会・町内会の回覧など
内容 市内一斉清掃
をご覧下さい。
主催：所沢市自治連合会・所沢市環境推進員連絡協議会・所沢市
地域福祉研修会
日時 11 月 26 日（土）１０時～
主催：地域福祉部会
場所 山口まちづくりセンター・ホール
共催：所沢市社会福祉協議会 内容 企画中
山口地区(秋季)グラウン 日時 11 月 20 日（日）
詳細は自治会・町内会の回覧などをご
ドゴルフ大会
場所 狭山湖運動場
覧下さい。
主催：スポーツ協会山口支部 共催：山口まちづくりセンター
第７６回所沢市山口地区 日時 １月９日（祝・月）10：30～
対 象 平成 14 年４月２日～平成
二十歳のつどい
場所 山口まちづくりセンター・ホール
15 年４月１日に生まれた方
主催：所沢市、所沢市教育委員会、第 76 回山口地区二十歳のつどい実行委員会
図書館おはなし会
日時 11 月 12 日、26 日、12 月 10 日、24 日、 対 象 ４歳以上（保護者の方もご
１月 14 日、28 日（それぞれ土曜日）午前 10
一緒に）
時 30 分開始
問合せ 椿峰分館（℡2924内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など
8041）
主催：所沢図書館椿峰分館 場所 所沢図書館椿峰分館
図書館親子おはなし会
日時 11 月 16 日（水）、12 月４日（日）、１月 対 象 ０歳から 3 歳まで（保護者
18 日（水）午前 11 時開始
の方もご一緒に）
内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
問合せ 椿峰分館（℡2924主催：所沢図書館椿峰分館 場所 所沢図書館椿峰分館
8041）
こどもと大人の囲碁入門教室（共催：山口囲碁クラブ・山口まちづくりセンター）は開催未定。詳細はまちづくりセン
ターへお問合せ下さい。
「子ども焼きいも大会」 ふれあいの会（主催：所沢地区更生保護女性会山口支部）は 12 月３日（土）午前に開催予定（雨
天の場合は４日（日）午後）ですが、詳細は 10 月初めの時点で未定です。
●山口地区の夏祭りはコロナ禍のため２年間開催されませんでしたが、今年度は、町谷、岩崎上町、岩崎中町、岩崎下町の４自
治会・町内会で開催予定でした。しかしながら、コロナ第７波の急速拡大によりやむなく中止となりました。
●毎年９月に開催されてきた敬老会は今年度は市内全域で中止となり、対象者（令和４年度に満 77 歳になられる方）には地区
統一祝品が贈呈されました。また、令和４年度に満 88 歳及び満 100 歳になられる方には市から記念品が贈呈されました。

編

集

後

コロナ禍で中断していた様々な行事が再開されるようになり
ました。喜ばしいことですが、一方で役員の入替えなどで経験
者が減り苦労しているとの話も聞かれます。些細なことでも伝
えて行くことは地域の大切な財産であると感じました。
（新居）

記
広報委員：新居亨一（地域環境部会）
、渡辺栄一
（地域振興部会）
、平野進一（地域福祉部会）
、
杉浦佳子（青少年育成部会）
、遠藤健志（学習文
化部会）
、濱松信勝（地域安全部会）

山口まちづくり
推進協議会
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