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祝 第 68 回 所沢市山口地区成人のつどい
― それぞれの思いを胸に新たな門出 ―
成人の日の 1 月 12 日、第 68 回「所沢市山口地区成人のつどい」がドームレストラン・カントンテーブルで
行われました。今年は 251 名（出席率 82.8％）の新成人が華やかな振り袖やスーツを着て出席し、二十歳の門
出を祝いました。
式の第一部では来賓より式辞、祝辞を受けた後、新成人の代表が成人となった決意をスピーチしました。また、
第二部では中学校時代の恩師をお招きし、新成人が企画・実行した祝賀パーティーが開かれました。西武園ゆうえ
んちのナイトチケットなどが当たる抽選会では大きな歓声が上がっていました。
新成人の実行委員として参加した女性は、
「時間のない中で初めてのことに挑戦し、成功できたことは今後の何
かに生きてくると思う」と話していました。

二十歳の決意

会場入り前に身だしなみのチェック

第二部は恩師もいっしょに

盛り上がった新成人企画の抽選会

この日を忘れない！仲間で記念の１枚

成人式は同窓会でもあります

山口地区新春のつどい
１月 10 日（土）
、掬水亭において、
恒例の「山口地区新春のつどい」（主
催：山口まちづくり推進協議会、主管：
山口地区新春のつどい実行委員会）が
開催されました。藤本市長をはじめ 17
名の来賓を迎え、自治会・町内会、諸
団体、山口まちづくり推進協議会から
146 名が出席しました。

－安全・安心なまちづくりを目指して乾杯！－

「これからは市民参加の時代です」

日頃の苦労話も交え盛会でした
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山口地区自治連の掲示板と加入促進横断幕ができました

散歩の途中にご覧下さい
（椿峰中央公園南側の緑道沿い）

山口地区自治連合
会は、山口地区のさ
まざまな情報を広く
知っていただくた
め、掲示板の設置を
進めています。現在、椿峰中央公園南側の緑道沿い、山口城址前交差点のサ
ンキ側、岩崎瑞岩寺駐車場の３ヶ所に設置済ですが、最終的には 5 ヵ所に設
置される予定です。各自治会・町内会の掲示板と合わせ、ご覧下さい。
また、まちづくりセンター・岩崎上町自治会館前・山口中学校入口交差点
の３ヶ所には自治会加入促進の横断幕を掲げ、加入促進を呼びかけています。

祝 表彰 山口の安全・安心を守っていただき、ありがとう
普段の生活、「何もなくてあたりまえ」と思いがちですが、私たちの安全・安心は、交通安全協会、防犯協会、
消防団をはじめ、多くの人たちの地道な活動によって守られています。
平成 26 年秋から 27 年１月にかけて、所沢ではまだ８人という全国レベルの交通栄誉賞（緑十字銀賞）を受賞
した関口保直さん（菩提樹）をはじめ、日頃、山口の安全・安心を支えてきた次の方々の功労がたたえられ、各方
面から表彰されました。あらためて、感謝の意を表します。
（敬称略）
交通安全功労者・優良運転者
所沢市長表彰
三等功労章
警察庁長官・全日本交通安全協会長
交通安全功労者 新井アキ江(岩崎上町)
奈良岡 進（第七分団団員）
（11 月 9 日、所沢市役所で開催の所沢
表彰 交通栄誉賞（緑十字銀賞）
機関技能章
交通安全功労者 関口 保直（菩提樹） 市交通安全推進大会にて表彰）
東條 真一（第七分団班長）
（１月 17 日、日比谷公会堂で開催
星野 聡（第七分団団員）
地域安全功労者・自主防犯活動団体
の第 54 回交通安全国民運動中央大
家族顕彰
所沢市防犯協会地域安全功労者
会にて表彰）
濱松 信勝（第七分団分団長）
竹之内寿夫（所沢市防犯協会山口支部）
全日本交通安全協会長表彰 交通栄
向埜 紀昭（第七分団部長）
大野 豐（所沢市防犯協会山口支部）
誉賞（緑十字銅賞）
消防功労章
(11 月 6 日、
所沢ミューズで開催の平成 26
交通安全功労者 上野 弘子（菩提樹）
中村 正巳（第七分団管轄）
年度所沢市防災・防犯のまちづくり市民大
優良運転者 藤井 利江（新堀）
消防協会所沢支部表彰
会・所沢市暴力排除推進市民大会にて表彰）
優良運転者 伊藤 佳子（菩提樹）
特別功労章
埼玉県自主防犯活動団体感謝状授与
（9 月 12 日、埼玉会館にて表彰）
粕谷 耕治（第七分団副分団長）
団体
埼玉県警察本部長・埼玉県交通安全
向埜 紀昭（第七分団部長）
町谷自治会（代表者：神藤年三会長）
協会長表彰
一等功労章
（同上大会にて表彰伝達、県のﾎｰﾑﾍﾟｰ
交通安全功労者 橋詰登美子(菩提樹)
川越 彰（第七分団班長）
ｼﾞ(西部地域振興ｾﾝﾀｰ)でも紹介中）
優良運転者 石川 利二（川辺）
野村 弥（第七分団班長）
消防功労・協力者
優良運転者 石川 和子（川辺）
佐藤 豊信（第七分団団員）
（9 月 12 日、埼玉会館にて表彰）
埼玉県消防協会表彰
二等功労章
所沢警察署長・所沢交通安全協会長
一等功労章
奈良岡 進（第七分団団員）
表彰
濱松 信勝（第七分団分団長）
三等功労章
優良運転者 庄司 康夫（堀之内）
向埜 紀昭（第七分団部長）
東條 真一（第七分団班長）
優良運転者 佐藤 整弘（堀之内）
大川 和孝（第七分団団員）
星野 聡（第七分団団員）
優良運転者 小峯 正明（堀之内）
市野 純（第七分団団員）
加藤 優人（第七分団団員）
(11 月 16 日、南陵中で開催の所
優良運転者 糟谷 好雄（菩提樹）
二等功労章
（10 月 19 日、所沢ザ・グランにて表彰） 野村 弥（第七分団班長）
沢市消防団特別点検にて表彰）

きれいになりました

岩崎弁財天社清掃活動

１２月６日（土）、泉小と山口中、および関係者により岩崎弁財天社の清掃活動が行われました。清掃道具を担
いだ中学生、道具を載せたリヤカーを運ぶ泉小の先生方、続々と境内に集まってきました。泉小の先生の司会で開

平成 27 年 2 月 28 日発行

さわやか
会式が始まり、まず、泉小の宮井校長先生、山口中の山川校長先生、岩崎弁財
天社氏子総代の黒田さんが挨拶。そして、保存会の福田さんから岩崎弁財天社
の歴史についてお話と清掃説明があり、清掃活動に入りました。泉小の児童約
３０名、山口中の生徒・卒業生も約３０名、泉小・山口中の先生方、保護者、
そして保存会の方々たちも含め、１００名を超える人数でみるみるうちに境内
がきれいになりました。
一生懸命に清掃をしている子どもたちを見ながら、黒田さんは「毎年、年二
回行ってくれるので、大変助かっています。
」と目を細めていました。
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身近な歴史を学ぶ

小学生も中学生もいっしょに

山口民俗資料館 勉強会（その２）

毎月行われている好評の山口民俗資料館勉強会。12 月 11 日のテーマは「岩崎簓獅子舞の起源と伝承」でした。
今回は、所沢生まれで、岩崎下町在住の塚田順子氏を講師に招いて勉強会が
行われました。塚田氏は父の影響で簓獅子舞にふれ、「男の子であれば」と何
度か思っていたそうです。そして、泉小の講座「名人に学ぶ」の中で「岩崎簓
獅子舞」を紹介するなどして、伝承、後継者の育成に努力しています。
今回の勉強会では、ビデオを見ながらの解説や、笛の演奏。また、舞を舞う
人たちの苦労話や裏話など、とても興味深く、充実した内容でした。そして、
今年の「岩崎簓獅子舞」を見るのが楽しみになる勉強会でした。
４月勉強会の御案内
テーマ「古文書にみる火事騒動の始末」
苦労話や裏話も聞くことができました
日時：４月９日（木）10 時～12 時 講師：小山裕氏 参加費：２００円
開館日は、第 1・3 日曜日と第 2・4 木曜日、午前９時～午後 4 時 30 分（開館時間が変更になりました）

シリーズ⑧ 行って見よう

山口の自然と歴史

もっと知ろう！ － 川辺 －

多くの歴史書によると、「川辺」の地名は、柳瀬川の流れに沿って東西に家屋が並ぶ
ところから付けられたそうです。小字名の例ですが、下道端（旧上山口村の東端）、中
道端、上道端（旧川辺村の西端）や川向（かわむかい、旧川辺村の集落から見て川の向
こう（南）側という意味で、地形や地域の特徴が地名になっていることがよく解ります。
高橋交差点近くにある川辺公民館で、本栁町内会長と地元に詳しい森田仁さんに話を
伺いながら、同敷地内にある八幡宮を見せていただきました。そこには、「山口領河部
鎮守・千門（ﾁｶﾀ）大明神」と記された石塔があり、由来は、なんと承平天慶（ｼﾞｮｳﾍｲﾃ
ﾝｷﾞｮｳ）年間で平安中期関東地方戦乱の頃（935～940）
、
「平将門の乱の落ち武者が当 石碑の裏には由来が書か
地で生々しい血刀をひっさげ立往生し、最期を遂げた」とあります。里人は戦死者を手 れています
厚く葬り、血刀と鎧を埋め、その上に血刀明神として祀り、
「チカタ明神」とも書き、この地の小字を「チカタ」
と言われるそうです。血刀→千刀→千門と改称、後に川辺明神と改め、さらに八幡と改称し、この地の鎮守として
祭られていますが、なぜか祭神は不詳で、謎めいています。
（江戸末期の歴史学者「杉本林志（ｽｷﾞﾓﾄｼｹﾞﾕｷ）
」狭山
栞（ｼｵﾘ）により残されたもの）
次号では、驚きの歴史が眠る川辺地区の続きを紹介します。

山口地区の催し物情報・参加者募集
催し物の名称・主催
子育て広場
共催：母子愛育班・更生保
護女性会・民生委員児童委
員協議会・山口公民館
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・山口公民館

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 3 月 4 日、４月１日（第 1 水曜日）、５月 13 対 象 乳児とその保護者
日（第２水曜日）
、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
参加費 無料
内容 乳児の子育て支援と交流
日時 本の貸し出し：３月７日、14 日、28 日、４月４日、11 日、18 日、25 日、
５月２日、９日、16 日、23 日（毎月第 1 週から第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時
おはなし会：３月 7 日、４月４日 午前 11 時～、5 月はお休み
場所 山口まちづくりセンター
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こども囲碁教室
共催：山口囲碁クラブ・山
口公民館

こどもフラワーアレンジ
メント教室

主催：山口公民館

ツキイチ交流会フィーカ

主催：山口公民館

おしゃべり健康サロン
共催：保健センター健康づ
くり支援課・山口公民館

出張健康相談
主催：保健センター健康づ
くり支援課

山口とこしゃんくらぶ

共催：山口地域包括支援セ
ンター・山口公民館

地域交流会ぬくもり広場

主催：山口公民館

図書館おはなし会

主催：所沢図書館椿峰分館

図書館親子おはなし会

主催：所沢図書館椿峰分館

山口地区安全安心推進大
会
主催：山口まちづくり推進
協議会 主管：山口地区安
全安心推進大会実行委員会
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日時 ３月７日、21 日、４月４日、18 日、5 月
対 象 小学生・中学生
２日、16 日（それぞれ土曜日）午前 9 時～11 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
参加費 無料
日時 ５月 9 日（土）より各月第 2 土曜日（８月は 対 象 小学１年生以上（先着 20 名）
休み。９月、10 月、12 月は日程変更あり） 申込み ４月 1 日（水）午前９時
午前 10 時～11 時 30 分
から山口まちづくりｾﾝﾀｰ（公
場所 山口まちづくりセンター
民館）
（℡2924-1224）
参加費 各回 1,000 円（花代）
詳細はまちづくりセンターにお問合せ下さい
日時 ４月 17 日、５月 15 日、６月 19 日（８月 対 象 子ども連れの方も参加
を除く各月第３金曜日）午前 10 時～12 時
OK です！（ただし保育は
場所 山口まちづくりセンター
ありません）
内容 子育て中の方なら、どなたでも参加できるフリースペース。情報交換の場として、
おおいにご活用下さい。
日時 ３月 11 日、４月８日、５月 13 日（第 2 水曜 ・体操があるので飲み物をご持参下
日）午前 10 時～12 時、受付は 9 時 30 分～
さい。
場所 山口まちづくりセンター
問合せ 保健センター健康づくり
内容 ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など
支援課（℡2991-1813）
日時 3 月 11 日、４月はお休み、５月 13 日（奇数 問合せ 保健センター健康づくり
月第 2 水曜日）午後１時 30 分～3 時 30 分
支援課（℡2991-1813）
場所 山口まちづくりセンター
内容 保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定
日時 ３月 13 日、27 日、４月 10 日、24 日、５ 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
月８日、22 日（第 2・４金曜日）午後２時～ 問合せ 山口地域包括支援センター
３時、受付は午後１時 30 分～
（℡2928-7525）
場所 山口まちづくりセンター
参加費 無料
内容 高齢者が元気になるための椅子に座ってもできる体操です。
日時 ３月 18 日（水）
、４月 17 日（金）、
対 象 高齢者と障害のある方
５月 20 日（水）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
参加費 100 円（当日いただきま
内容 交流と仲間づくり
す）
日時 ３月 14 日、28 日、４月 11 日、25 日、５ 対 象 3 歳以上（保護者の方もご
月９日、23 日（それぞれ土曜日）
一緒に）
午前 10 時 30 分開始
申込み 椿峰分館
内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など 問合せ （℡2924- 8041）
日時 ３月 18 日（水）、4 月５日（日）、５月 20 対 象 ０歳から 3 歳まで（保護
日（水） 午前 11 時開始
者の方もご一緒に）
内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
申込み 椿峰分館
問合せ （℡2924- 8041）
場所はいずれも所沢図書館椿峰分館です。
日時 3 月 7 日（土）午前 10 時～12 時
・駐車台数に限りがあるので、自転
受付は 9 時 30 分～
車・徒歩でのご来場にご協力をお
場所 山口まちづくりセンター ホール
願いします。
内容 土砂災害について、振り込め詐欺について

「歯周病予防教室」～お 日時 ３月 20 日（金）午後１時 30 分～３時 30 分 定 員 20 名
場所 椿峰コミュニティ会館 別館 和室
持ち物 手鏡、歯ブラシ、タオル
口のケアで体も健康
内容 歯科衛生士による歯周病予防の指導
講師 保健センター歯科衛生士
主催：椿峰コミュニティ会
館別館

編

集

後

申込み ３月１日（日）午前８時
30 分～先着順（電話受付
可）椿峰コミュニティ 会館
別館（℡2923-7922）

記

おかげさまで第 10 号を発行することができました。これを節目に、これからも山口の身近な話題を取り上げ、皆様に親しま
れるとともにお役に立つ広報紙を目指したいと思います。 広報委員：新居亨一、神藤年三、前田克夫、川崎幸美、遠藤健志
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