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山口地区の小中学校で卒業証書授与式が行われました。3 月 13 日（金）、中学校の卒業式は厳粛な空気の中、

粛々と進められましたが、後半の全校生徒合唱、校歌斉唱の時には心ひとつになり、よみがえる 3 年間の数々の

思い出が歌に乗せられて涙する生徒の姿がありました。 

また、同 24 日（火）の小学校の卒業式は、各校が卒業の喜びを群読(複数の読み手で音声表現すること)で披露。

在校生からは「大きな希望を持ち、中学でも頑張ってください」と呼びかけ、卒業生からは「たくさんの思い出と

励ましを胸に未来に向かって今、旅立ちます」と誓い、先生方や在校生、保護者の作る花道を通り抜け、慣れ親し

んだ校舎をあとにしました。 

4 月 8 日（水）に行われた入学式では、空から舞い散るのは、桜の花びらではなく、雪という珍しい天気の中

でしたが、「雪桜」をバックにした写真は思い出に残る一枚になることでしょう。中学校では少し大きめの制服を

着た生徒たちが期待と意欲に満ちた表情で式に臨み、新たなスタートをきりました。小学校では真新しいランドセ

ルを背負った新１年生が両親らに手を引かれて初登校しました。始めは緊張していた様子でしたが、校長先生や在

校生からの温かい歓迎の言葉や歌声にだんだんと笑顔が見られるようになり、元気に一歩を踏み出しました。 

※参考 山口地区の卒業生：小学校 272 名 中学校 350 名  同新入生：小学校 277 名 中学校 340 名 

厳粛な空気に包まれた卒業式会場 15歳の旅立ちに大きな拍手を うれしい恩師からの祝電 

門出を応援するアーチをくぐる卒業生 降雪の中での入学式は忘れません 希望の詰まったランドセルで初登校 

 

 

 

 

 

 

３月７日（土）、山口まちづくりセンター（山口公民館）ホールにおいて、平成 26 年度山口地区安全・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）が開催されました。 

第１部の開会式では、来賓としてお越しいただいた所沢市民部長と所沢警察署長の挨拶、および大会宣言が行わ

れました。第２部前半では、埼玉県川越県土整備事務所河川担当課長の「山口地区防災講習会」が行われました。

祝 卒業と入学おめでとう 
～ 子どもたちの素晴らしい未来に心からエールを送ります ～ 

 

山口まちづくり推進協議会だより 第 11 号 
 

平成２7 年 4 月 30 日発行 

発行：山口まちづくり推進協議会 

事務局：山口まちづくりセンター 

Ｔｅｌ：０４-２９２４-１２２４ 

回 覧  

今年のテーマは 土砂災害と振り込め詐欺防止 
平成 26 年度 山口地区安全・安心推進大会 
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土砂災害は過去に起きていないところでも近年の集中豪雨などで発生しています。山口地区も 16 箇所の危険箇所

があり、傾斜地も存在しています。災害を避けるには、発生する「場所」と「タイミング」を理解し、適切に避難

することが重要です。最後に山口地区は地域の方々の河川愛護活動が盛んであり、県内でのモデル地区だと思って

いますとの話がありました。 

後半は所沢警察署生活安全課長の「振り込め詐欺防止について」の講演がありました。最近の犯罪傾向、構成等

の説明の中で、振り込め詐欺は依然として増加しています。平成２６年中の所沢市の被害者は 70 歳代が 18 人

（46.1％）と多く、全体では女性が約 80％を占めるということです。「相手からお金の電話は要注意！」怪しい

電話を受けたら直ちに警察署に相談して下さい。 

雨天にもかかわらず７７名が参加 30年間で土砂災害は 1.5倍増 最近は還付金詐欺が増えています 

 

 

 

 

 

 

３月７日（土）、所沢市民体育館において、平成 26 年度所沢市スポーツ大賞の表彰式（主催：所沢市教育委員

会）があり、優秀団体賞に山口中女子バスケットボール部、また、奨励賞（団体）に山口中女子バレーボール部が

選ばれました。平成 26 年度の受賞者は全体で 2 名と３団体ですが、そのうちの 2 団体を山口中が占めました。 

優秀団体賞は、各種大会で特に優秀な成績を収めたチーム・団体に与えられるものです。女子バスケットボール

部は、全国大会第３位、関東大会第 1 位、県大会第１位という快挙を成し遂げました。奨励賞（団体）は、各種 

大会で特に優秀な成績を収め、今後の活躍が期待できるチーム・団体に与え

られるものです。女子バレーボール部は、県大会第 1 位、関東大会第 3 位、

全国大会第 5 位という、これまたすばらしい成績を挙げました。山口中で

は、そのほかにも、男子卓球部が関東大会に出場しています。 

チームつくりの秘訣は、ちょっと意外かも知れませんが、基礎・基本に徹

した練習にあるとお聞きしました。日頃の地道な努力の大切さを感じます。 

若い人達の活躍は、私たちにも元気を与えてくれます。山口中の皆さんに

はこれからもさらなる上位を目指してがんばってくれることを期待すると

ともに、地元の皆さんもぜひ応援をお願いします。 日頃の努力の賜物  おめでとう！ 

 

 

 

 

狭山湖の堰堤に近い堀口自治会を紹介します。現在の自治会加入世帯数は130

世帯、加入率は約 9 割です。自治会の大きな行事は、7 月の夏祭りと 11 月の芋

煮会です。夏祭りの会場となる堀口天満宮は森に囲まれた奥まった場所にあり、

普段は世俗の騒々しさを忘れさせてくれる静かなところ「景色抜群」ですが、こ

の日ばかりは大いに賑わいます。 

芋煮会は地元で採れたものを使って今年でなんと 10 年目を迎えたそうです。

芋煮会にビンゴゲームやカラオケもやるようにしたところ、子供やお年寄り、女

性の参加者が増えてきました。 

堀口自治会は、加入率も高く、安泰のように見えます。しかし、70 歳以上が 普段は静かな天満宮も夏祭りは大賑わい 

90 名を超え、一方で若い人達が外へ出て行くため、少子高齢化が大きな悩みとなっています。また自主防災組織も「い

ざ」という時が心配です。このため、自治会の常任委員会でも防災対応を話し合い、昨年は、高齢者の避難方法をどう

するかについて、自治会、民生委員、社会福祉協力員の 3 者が合同の会合を開催し、検討を開始しました。今後も更に

「安全・安心」で暮らしやすい地域を目指すと中村自治会長さんよりお話を伺いました。 

祝 山口中 女子バスケ全国大会３位、女子バレー全国大会５位 

平成 26 年度所沢市スポーツ大賞受賞 

自治会・町内会の必要性について考えてみませんか ④ 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

 

 

 

３月１２日（木）、岩崎上町自治会館と大鐘公民館の２会場において、茶話会（共催：山口ふれあいの会、山口

まちづくりセンター）が開催されました。そのうちの一つ、大鐘公民館では 22 名が参加し、山口ふれあいの会 

をはじめ、民生委員、自治会の方々がおもてなしをしました。 

参加者は、お茶とお菓子をいただきながら、ご近所の方々と一緒におしゃべ

りを楽しんだり、振り込め詐欺の防ぎ方や健康を保つ秘訣などについて講話を

聴きました。山口地域包括支援センターの紹介もありました。また、昔懐かし

い歌を歌ったりして、あっという間に予定の 2 時間が過ぎました。 

茶話会は、70 歳以上の方を対象としています。遠くまで出かけて行かなく

てもいいように、年に数回、会場を変えて開催していますので、ぜひ、ご近所

といっしょにお近くの会場にお越し下さい。 健康の秘訣 「笑う門には福来る」  

 

 

 

 

続いて狭山三十三観音札所四番「正智庵」へ向かいました。椿峰丘陵への

狭い参道を上がって行くと、今にも朽ち果てそうな百日紅（ｻﾙｽﾍﾞﾘ）の大木

と小さな庵が目に入ってきます。庵には石像が三基あり、中央に本尊十一面

観音が鎮座しています。ここも川辺地区で「武州入間郡上山口村」と刻まれ

た石碑があります。敷地奥の崖下に今にも埋もれそうな墓誌と碑がありま

す。苔むして気付きにくく、見落とすところでした。刻まれた文字から読み

取れるのは下記です。 

早世 庵幻嘉童女 一○幻瞬童（以下地中埋没） 

寛永○年七月十三日 長田十〇○○（以下地中埋没） ひっそりとたたずむ正智庵 

○の文字は風化読み取り困難のため、市生涯学習センター「ふるさと研究」の方々に調査をお願いして解読頂き

ました。一〇は漚⇒読みは「おう・ひたす・あわ」のいずれか、どのような意味を持つのでしょうか？ 何方が誰

に何のために残したものか？ 好奇心が掻き立てられます。 

この文字を頼りに郷土史や歴史書を調べる日々となり、深夜に至ること度々でしたが、ついに関連文書にたどり

つきました。（この続きは次号へ。川辺の地名などが出てきます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

催し物の名称・主催 日時・場所・内容 募集内容・申込み 

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 

日時 

 

場所 

内容 

５月 13 日（※第２水曜日）、６月３日、７月１日

（第 1 水曜日）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター 

乳児の子育て支援と交流 

対 象 

申込み 

参加費 

乳児とその保護者 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

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 

本の貸し出し：５月２日、９日、16 日、23 日、６月６日、13 日、20 日、27 日、 

７月４日、11 日、18 日、25 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：5 月はお休み、６月６日、７月 11 日 午前 11 時～ 

山口まちづくりセンター 

講話を聴いたり、歌ったり ２箇所の会場で楽しく茶話会 

シリーズ⑨ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！－川辺（続き）－ 

山口地区環境推進員協議会〔地域環境部会〕からのお知らせ 

◆5 月 17 日（日）、山口まちづくりセンターにおいて、春の「古着・古布・陶磁器拠点回収」が開催され

ます。回収された古着・古布・陶磁器は、ごみにはならず、再利用・資源化されます。同時開催の「も

ったいない市」では、気に入ったものがあれば無料で持ち帰ることができます。ぜひ、ご参加下さい。 

◆5 月 31 日（日）は、春の「環境美化の日」です。市内全域で一斉美化清掃活動が実施されますので、

皆様のご協力をよろしくお願いします。 
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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 

日時 

 

場所 

５月２日、16 日、６月６日、20 日、７月４

日、18 日（それぞれ土曜日）午前 9 時～11 時 

山口まちづくりセンター 

対 象 

申込み 

参加費 

小学生・中学生 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

ツキイチ交流会フィーカ 

 

 

 

主催：山口公民館 

日時 

 

場所 

５月 15 日、６月 19 日、７月 17 日（第３金

曜日）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター 

対 象 

 

子育て中のお母さん。子ど

も連れでも大丈夫！（ただ

し保育はありません） 

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。 

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 

日時 

 

場所 

内容 

５月 13 日、６月 10 日、７月８日（第 2 水曜

日）午前 10 時～12 時、受付は 9 時 30 分～ 

山口まちづくりセンター 

ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など 

・体操があるので飲み物をご持参下

さい。 

問合せ 保健センター健康づくり

支援課（℡2991-1813） 

出張健康相談 

 

主催：保健センター健康づ

くり支援課 

日時 

 

場所 

５月 13 日、６月はお休み、７月８日（奇数月

第 2 水曜日）午後１時 30 分～3 時 30 分 

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

支援課（℡2991-1813） 

内容 保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定 

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 

日時 

 

 

場所 

５月８日、22 日、６月 12 日、26 日、７月

10 日、24 日（第 2、第４金曜日）午後２時

～３時、受付は午後１時 30 分～ 

山口まちづくりセンター 

申込み 

問合せ 

 

参加費 

不要 どなたでも大歓迎！ 

山口地域包括支援センター

（℡2928-7525） 

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。 

地域交流会ぬくもり広場 

 

 

主催：山口公民館 

日時 

 

場所 

内容 

５月 20 日（水）、６月 19 日（金）、 

７月 15 日（水）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター 

交流と仲間づくり 

対 象 

申込み 

参加費 

高齢者と障害のある方 

当日、直接お越し下さい。 

100 円（当日いただきま

す） 

図書館おはなし会 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

 

５月９日、23 日、６月 13 日、27 日、７月

11 日、25 日（それぞれ土曜日） 

午前 10 時 30 分開始 

対 象 

 

3 歳以上（保護者の方もご

一緒に） 

申込み 

問合せ 

椿峰分館 

（℡2924- 8041） 内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など  

図書館親子おはなし会 
 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

５月 20 日（水）、６月７日（日）、７月 15

日（水）、 午前 11 時開始 

対 象 

 

０歳から 3 歳まで（保護

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 

問合せ 

椿峰分館 

（℡2924- 8041） 場所はいずれも所沢図書館椿峰分館です。 

山口地区グランドゴルフ

大会 主催：所沢市体育協

会山口支部 

日時 

場所 

5 月 31 日（日）受付は 9 時 30 分～ 

狭山湖運動場 

参加費 

申込み 

問合せ 

無料 

詳細は 5 月回覧予定の文

書をご覧下さい。 （予備日 6 月 28 日（日） 場所は山口中ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

「ピエタ・グランデ コ

ンサート」～ポップスか

ら歌謡曲・オペラまで♪ 

日時 

場所 

内容 

 

５月 17 日（日）午後２時～３時 30 分 

椿峰コミュニティ会館 別館 ホール 

プロのギタリストとボーカルによる音楽のコ

ンサート 

対 象 

参加費 

問合せ 

一般 

無料 

椿峰ｺﾐｭﾆﾃｨ会館 別館（℡

2923-7922） 

山口民俗資料館 勉強会 

 

 

 

主催：山口民俗資料館 

日時 

内容 

5 月 17 日（日）午前 10 時～12 時 

「記録された『山口観音』」 

参加費 

講 師 

300 円 

大舘右善氏 

日時 

内容 

6 月 21 日（日）午前 10 時～12 時 

「東海道五十三次を歩いて」 

参加費 

講 師 

300 円 

当麻 実氏 

場所はいずれも山口民俗資料館です。申込み不要、当日、直接お越し下さい。 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 

卒業式・入学式は、各小学校、中学校の取材協力をいただくことにより、リアルな内容で紹介することができました。

ありがとうございました。「さわやか」も、子どもたちの成長と安全・安心を見守って行きたいと思います。〔広報委員会〕 

４月１日、山口まちづくりセンターの矢沢信男さんと高杉修さんが異動になりました。矢沢さん、高杉さ

んには、日頃いろいろとお世話になり、深く感謝致します。後任として、小手指まちづくりセンターから

川口久夫さんと微笑正凡（びしょうまさひろ）さんが着任しました。よろしくお願いします。 
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