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山口地区で開催された夏祭り、どこの会場も楽しそうな子どもたちでいっぱいでした。自治会・町内会の役員を

はじめ大勢の方々が楽しい夏祭りとなるよう長い時間をかけて準備を進めてきました。今号に掲載したのは、7月

開催分だけですが、８月開催の６会場（岩崎上町夏祭り納涼大会、岩崎中町納涼祭、上山口夏祭り、岩崎下町納涼

祭、川辺町内会納涼祭、山王峰自治会夏祭り）については、別の機会に紹介する予定です。 

大鐘：ハッピ姿がよく似合う 堀之内：消防団の消防車に乗って記念撮影 堀口：大人も子どもも輪になって盆踊り 

新堀：暑い、暑い、ちょっと一休み 

（写真提供：新堀自治会） 

椿峰：ずらりと並んだ出店に子どもたちも

大喜び 

菩提樹：子どもたちが叩く太鼓で盆踊り 

 

氷川：子ども神輿だ 元気にワッショイ！

ワッショイ！（写真提供：氷川町内会） 

町谷：酒ビンを並べた輪投げ、楽しそう 

 

梨ノ木戸 2号団地：子どもたちに太鼓の

指導 

 

 

 

 

会議の様子 

６月 27 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 27年度山口まちづくり推進協議会全体会議が開催されました。 

平成 26年度の事業報告、決算報告・監査報告、および平成 27年度の事

業計画（案）と予算（案）が審議され、原案通り承認されました。また、青

少年育成部会の部会長交代が承認されました。 

 

山口まちづくり推進協議会だより 第 1３号 
 

平成２7 年８月 3１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  

山口の夏祭り 主役は子どもたち、楽しい思い出になると良いですね 

平成２７年度 山口まちづくり推進協議会 
全体会議が開催されました 
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山口クラブは、山口ソフトボール連盟の氷川ライオンズから、上のクラスを

目指すメンバーで発足し、今年で 11年目になるチームです。 

４月 12日（日）に行われた県西支部大会で勝ち抜き、県大会に駒を進めま

した。６月７日（日）、14日（日）に朝霞市で開催された埼玉県予選会では順

調に勝ち進み、決勝戦で秩父ブラックソックスに６対２で勝利。めでたく全国

大会への出場権を獲得しました。 

第 12回全日本一般男子ソフトボール大会は８月 29日（土）～31日（月）

に宮崎県宮崎市で開催されます。監督の山田政光さんは「全国大会は夢の夢で

したので、私をはじめナインも歓喜一杯でとても嬉しい思いであります。」と

述べています。 

全国大会出場決定 祈健闘！ 

(写真提供：埼玉県ソフトボール協会) 

 

 

 

 

柳瀬川の最上流をきれいにする会〔地域環境部会〕は、発足 10年を記念し、7月 3日（金）と４日（土）の

両夜、高橋広場においてホタル鑑賞会を開催しました。辺りが暗くなるにつれて、目を凝らすと闇の中に少しずつ

ホタルの光が見え始め、8時過ぎには闇の中を飛び交う幻想的な光の舞を見ることができました。 

両日とも小雨混じりの天候でしたが、約 220名の来場者があり、４日には

藤本市長も来場しました。また、NHK の取材もあり、7月６日夕方のニュー

ス番組で紹介されました。 

柳瀬川の最上流をきれいにする会は、10年間にわたり、埼玉県や地元の

小中学校などと協力をしながら、川の清掃などの自然環境再生活動を続けて

きました。山口小の子どもたちも、今年初めての試みとしてホタルの幼虫を

育てました。このような長年にわたる地道な努力により、今では、昔の自然

環境が戻りつつあります。将来は、さらに自然環境が良くなり、柳瀬川最上

流全域でホタルが自生するようになると良いですね。 手作りのロウソク照明で雰囲気アップ 

 

夏休みに入り、安全・安心な学校と地域づくり推進支部主催による中学校区別のパトロールが実施されました。

毎回、防犯協会山口支部、山口交番連絡協議会、PTA、民生委員をはじめ大勢の方々が、山口中、泉小、椿峰中央

公園、中氷川神社に集合し複数のコースに分かれてパトロールをしています。近隣の方々の防犯意識を高める、子

どもたちに守ってくれる人がいる安心感を与えるなど、安全確保に欠かせない活動になっています。 

パトロールの道順を再確認して出発 近隣店舗との情報交換は双方にとって

大切です 

子どもたちは大人から危険回避の方法

を学びます 

 

 

 

大鐘地区は、柳瀬川の最源流にあたり、今では珍しくなった田んぼのある風景が見られます。現在の自治会加入

世帯数は 240世帯、加入率は約 8割です。自治会の大きな行事は 7月の祇園祭りです。日頃静かな路地も神輿 

祝 全国大会出場 山口クラブ 
第 12 回全日本一般男子ソフトボール大会の埼玉県代表に 

祝 柳瀬川の最上流をきれいにする会 発足１０周年記念 

高橋広場でホタル鑑賞会を開催 

自治会・町内会の必要性について考えてみませんか⑤ 大鐘自治会の活動紹介 

子どもたちを守ろう! 地域で継続するパトロールは有効な防犯対策 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

の巡行と太鼓の音に合わせ、子どもたちの元気なかけ声で賑わいます。大鐘ソフト部、べるの会、子供会の父母の 

皆と、焼きそば、焼き鳥、フランクフルト、かき氷などを一緒に作り、お祭りを

盛り上げています。また、手作りゲーム大会も子どもたちの楽しみのひと時です。

懇親会では近隣の交友を深め合い、昔から変わらない伝統の良さがあります。 

大鐘自治会では、良い伝統を引き継ぐ一方、多数の自治会員が参加できる

よう、子どもと年長者を対象にした新たなイベント（餅つき大会）もあります。

例えば、シニア世代の交流の場づくりとして大鐘公民館内に開設した「たま

り場広場」では、体操・茶話会・カラオケ・麻雀・グランドゴルフなどが行

われ、参加者も増えてきました。「地域で見守り・支え合い」を合言葉に学童

の登下校時の立哨や高齢者世帯の見守り、声掛け活動などこれからも暮らし

やすい地域を目指すと、町田自治会長さんよりお話を伺いました。 手作りゲームは優しさが感じられます 

 

 

 

江戸に住み川辺村を知行していた「長田十右衛門」は、三河出身の幕府旗本で、３代

にわたり同姓を名乗っていたそうです。この地の正智庵が劣化破壊したとき、村方から

の願出として、入間郡山口村勝光寺（現在の堀之内勝光寺）より幕府長田十右衛門様御

内郡司茂右衛門殿中原安太夫殿へ宛てた「勝光寺文書」が残っています。 

「取立てにつき一札」指上申一札之事・・・（中略）で始まる「勝光寺文書」には、「川

部村」の地名があり、また、拙寺「証智庵」について「一札如件」寛暦十年（1760）

辰正月とあります。このとき、正智庵創建の僧「白瑛」寂の 3年後にあたります。 

早くに世を去った童女の霊を慰める石碑を発端に、謎に包まれた歴史に触れ、様々な

ことを学ぶことができました。初めは解らないことが多く、現存する碑や墓石などに刻

まれた読みにくい文字言葉を調べ、歴史書や知人に学びながら書きとめました。不明点

などはお許し頂きたく、さらにご教示をお願い致します。 

このあたりで「川辺」を後にし、「堀口」へ足を運びました。（次回は堀口です。） 

※幕府へ宛てた「取立てにつき一札」指差上申一札之事、全文はスペース的に掲載できません

が、興味のある方は山口まちづくりセンター事務局へお問合せ下さい。 

ここに正智庵があった証と

して建立された石碑 

 

 

 

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 

９月２日、10 月７日、11 月４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：9 月 5 日、19 日、26 日（9 月 12 日は敬老会前日のためお休み

です）、10 月３日、10 日、17 日、24 日、11 月７日、14 日、21 日、28 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：９月５日、

10 月３日 午前 11 時～  大おはなし会：11 月 14 日 午後２時～ 

山口まちづくりセンター 

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 

9 月 5 日、19 日、10 月３日、17 日、11 月

７日、21 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 

9 月 18 日、10 月 16 日、11 月 20 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 

９月９日、10 月 14 日、11 月 11 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） 

シリーズ⑪ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！川辺（その４） 
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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 

９月９日、10 月はお休み、11 月 11 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 

９月 11 日、25 日、10 月９日、23 日、11

月 13 日、27 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。 

山口ふれあいの会昼食会 

 

 

主催：山口ふれあいの会、

山口公民館 

協力：山口公民館利用サー

クル連絡協議会 

日時 

 

 

場所 

内容 

１０月２日（金）、８日（木）※ご都合のよい

日をお選び下さい。正午～午後２時予定  

＊受付は午前 11 時 30 分～ 

山口まちづくりセンター 

昼食、楽しいおしゃべり、歌、サークルによる

出し物など 

対 象 

 

申込み 

 

 

 

参加費 

山口地区にお住まいの70

歳以上の方 

９月 17 日（木）午前９時

から、山口公民館ホール前

にて受付（先着順）※電話

での受付は致しません。 

300 円（当日ご持参下さい） 

地域交流会ぬくもり広場 

 

 

主催：山口公民館 

日時 

 

場所 

内容 

９月 16 日（水）、10 月 16 日（金）、 

11 月 18 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 

 

 

９月 12 日、26 日、10 月 10 日、24 日、

11 月 14 日、28 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 

 

９月 16 日（水）、10 月４日（日）、午前 11

時開始 （11 月はスペシャル、日程未定） 

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。 

山口地区親睦ミニ運動会 

主催：所沢市体育協会山口

支部、所沢市体力づくり市

民会議山口支部 

後援：山口地区自治連合会 

日時 

 

場所 

内容 

10 月４日（日）午前８時 30 分～12 時 30

分、受付は 8 時から 

山口中学体育館 

玉入れ、ボール運びなど 5 種目、チーム対抗。 

詳細は回覧をご覧下さい。 

参加申込みをされる場合は、自治

会・町内会長にその旨ご連絡をして

下さい。 

山口地区文化祭 

 

 

主催：山口地区文化祭実行

委員会 

日時 

場所 

10 月 31 日（土）～11 月１日（日） 

山口まちづくりセンター 

  

募集 

 

①個人作品（個人による絵画や写真、工芸品などの作品、１人 1 点まで） 

②俳句（季語「行く秋、菊人形、草紅葉」、１人５句以内。投句用紙は窓口で配布中） 

募集受付：山口公民館窓口 締切：9 月 20 日（日）午後 5 時 15 分まで。 

三世代交流 

 

主催：山口地区母子愛育班 

日時 

場所 

内容 

11 月 14 日（土）午前 10 時～午後１時 

山口まちづくりセンター 

楽しんで作るﾋﾞｰｽﾞ細工、折り紙、新聞紙で作るﾊﾞｯｸなど 

対 象 

申込み 

参加費 

どなたでも 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

シンポジウム 『わがまち

山口～昭和から未来へ～』 

主催：山口まちづくり推進

協議会学習文化部会 

日時 

場所 

内容 

11 月 28 日（土）午前 10 時～12 時（予定） 

山口まちづくりセンター ホール 

山口の昨今を良く知る方々の話を聴き、参加者

もいっしょにこれからのまちづくりを考える。 

詳細は、別途案内をご覧になるか、

または山口まちづくりセンターま

でお問合せ下さい。 

山口民俗資料館 勉強会 

 

 

主催：山口民俗資料館 

日時 

場所 

内容 

10 月 18 日（日）午前 10 時～12 時 

山口民俗資料館 

「新田義貞 鎌倉攻めの道」～旗揚げ生品神社

から所沢まで～ 

参加費 

講 師 

申込み 

 

300 円 

広沢謙一氏 

不要、当日、直接お越し下

さい。 

 

編 集 後 記 

今年の夏祭りの写真は、子どもたちに焦点を合わせました。どこの会場も大勢の人たちが集まり、大人も子どもも

いっしょになって楽しんでいました。このようなところから地域の絆が広がっていくと良いですね。（広報委員会） 
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