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８月 29日（土）、平成 27 年度所沢市総合防災訓練（主催：所沢市、山口地区自治連合会 主管：山口地区自

主防災訓練実行委員会）が実施されました。山口地区は、昨年同様、山口中、上山口中、泉小、山口小、椿峰小の

５ヵ所が会場となり、雨天にも拘らず 1,199名（昨年とほぼ同じ）が参加しました。事前の準備と当日の運営に

は、自治会・町内会役員、学校教職員と PTA、消防署、第七分団、消防協力会、更生保護女性会、交通安全協会、

日赤、市職員など、実行委員をはじめ多くの方々の協力がありました。 

訓練内容は会場毎に若干異なりま

したが、避難誘導、避難者名簿作成、

給食、給水、救護、消火、車椅子、

避難所設営、防災用具庫見学、防災

講話が行われました。 

聴覚障害者災害時援助用バンダナ

（写真右）は、平成 25 年 12 月に

広報ところざわ（No.1101）で紹

介されています。 防災用具庫には発電機も（上山口中） 聴覚障害者に優しいﾊﾞﾝﾀﾞﾅ（山口中） 

小学生の野球チームも活躍（泉小） 車椅子避難の不自由さを体験（山口小） ダンボールで居場所作り（椿峰小） 

 

 

 

 

９月１３日（日）、山口まちづくりセンターで平成 27 年度の山口地区敬老会（主催：山口地区自治連合会、主

管：山口地区敬老会実行委員会）が開催されました。 

天候にも恵まれ、256 名が参加しました。お茶を飲みながら、ゆったりと談笑したあと、式典に入りました。

山口小、椿峰小、泉小の３人から、おじいちゃんおばちゃんとの温かい内容の作文発表がありました。その後、各

小学校から、この日のために一生懸命練習してきた、ダンス、楽器演奏、歌、和太鼓の演技が続き、子供たちの明

るく元気なパワーに大きな拍手が湧きました。最後にお楽しみ抽選会となり、当選者に地元名産品の賞品がプレゼ

ントされました。これからも地域のみんなで助け合い、支え合っていきましょう。 

心温まる子どもたちの作文発表 懐かしい曲に聞き入りました 当選おめでとう 
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回 覧  

防災訓練 みんなで体験、地域で助け合い 

祝 敬老会 健康と長寿を祝いました 
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今年の夏もさまざまな大会が行われました。所沢市の代表となり、県を勝

ち抜いてさらに上の大会で活躍した個人・チームを紹介します。 

敬老会で披露された山口小バトン 

ダンスクラブのはつらつとした演技 

８月 11日（火）は、「第 43 回関東中学校卓球大会 山梨県大会個人戦」

でした。会場は甲府市小瀬スポーツ公園体育館です。そこで、上山口中の福

原明雄君が２回戦に進出しました。 

８月 13日（木）には、「第３回全日本小中学校ダンスコンクール」の東

日本大会が新宿文化センターで行われ、山口小のバトンダンスクラブが銀賞

を受賞しました。 

8 月 8 日（土）、宇都宮市で行われた「第 45 回関東中学校バスケットボ

ール大会」で山口中が女子優勝。さらに、８月 23 日（日）～25 日（火） 

に岩手県一関市・奥州市で行われた「第 45 回全国中学校バスケットボール大会」女子の部で、山口中は、予選リ

ーグを順調に勝ち上がり、決勝トーナメントでも圧倒的な強さを見せ、見事、全国大会優勝を果たしました。 

「さわやか」13 号で紹介した山口クラブは、８月 29 日（土）～31日（月）に宮崎県宮崎市で行われた「第 12

回 全日本一般男子ソフトボール大会」に出場し、２回戦に勝ち進みました。 

 

 

 

10周年記念誌を発行 

一度はドブ川と化した柳瀬川の最上流も、大勢の人

達の地道な努力により、昔の清流に戻りつつあります。 

9 月 5 日（土）、掬水亭にて、柳瀬川の最上流をき

れいにする会の設立 10 周年記念式典が行われました。

会員をはじめ、埼玉県環境部、川越県土整備事務所、

所沢市役所、地元の小中学校など、会の活動に関わっ

てきた大勢の関係者が一堂に会し、10 年間の活動を

振り返り、その成果を祝いました。 
藤本市長の祝辞 

 

 

 

9 月 8 日（火）、山口小において、「子どもの成長と食の関わり」と題した子育て支援講演会と給食試食会（主

催：所沢地区更生保護女性会山口支部、共催：山口小、山口小 PTA）が開催されました。講師は、日本家庭教育 

学会会員で所沢家庭教育研究所の大

林さつき氏。今は使われなくなった

ちゃぶ台が子どもの家庭教育に大き

な役割を果たしていたこと、箸や和

食文化の効用など、食育と子どもの

成長を考える上で興味深い内容でし

た。給食試食会では、子どもたちと

同じスタイルで給食をいただき、懐

かしい体験をしました。 食育の重要性を熱心に聴きました みんな揃って「いただきます！」 

 

 

 

参加者は山口農協前の駐車場に集合 

8 月 24日（月）と 27日（木）の夕方、所沢地区更生保護女性会山口支

部、山口まちづくり推進協議会青少年育成部会の主催で、非行防止・見守り・

声かけパトロールが行われました。 

24 日は、所沢地区更生保護女性会山口支部メンバー、青少年育成部会、

山口地区内の小学校と中学校の PTA と先生方、まちづくりセンター職員な 

山口小 子育て支援講演会・給食試食会 

祝 山口のスポーツチームが全国で活躍 

山口中女子バスケは関東大会と全国大会で優勝 !! 

非行防止に繋がる地域の見守り・声かけ活動 

祝 柳瀬川の最上流をきれいにする会 設立 10 周年 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

どが参加、昨年と同様に 6 つのコースに分かれ、薄暗くなった公園などの見回りや子どもたちへの声かけを行い

ました。地域で継続する子どもたちの見守り・声かけ活動は、地道ですが非行防止に繋がる有効な健全育成策です。 

 

 

 

 

『堀口』の由来は、柳瀬川の源として、ひとつの水源は多摩郡横田村に発し、他の水源は同郡殿ヶ谷村と入間郡

矢寺村の渓谷より発し、二流れ共、勝楽寺村を経て当地で 1本に合流して柳瀬川となることから、堀口と名付け

られたと云われます（現在狭山湖の湖底となり見ることは出来ませんが歴史ロマンを感じます）。 

天正 19年 5月 3 日（1591）家康公による知行宛行状（ﾁｷﾞｮｳｱﾃｶﾞｲｼﾞｮｳ）によると久松彦左衛門忠次が堀口 

と三ケ嶋之村を知行し、200 石のうち堀口村は 147 石を負担したそうで

す。水に恵まれ、稲作にすぐれた地だったことが解ります。ちなみに、歴史

書によると殿ヶ谷とは殿屋敷跡なればこの名あり、小字名は殿ヶ谷となり

昔、地頭久松氏が住んでいたが、慶長年間に江戸に移ったと記されています。 

この地は深い歴史に包まれていることから、現地取材を計画、堀口自治会

の中村典之会長さんにお願いして、地元に詳しい 4 名の方々（中村豊、齋

藤重雄、中村治夫、粕谷宇平の各氏）にお集まりいただき（H27.1.16）、

自治会館にて、現在ある資料、明治時代の地図や歴史書などにより堀口村の

様子について語り合いました。 清照寺からの眺望 

その後、清照寺や堀口天満宮周辺を案内頂き墓誌や供養塔、石碑に記された事柄から当時何があったのか意味を

確認しながら散策しました。貯水池建設での変貌、現在あまり知られてない地名、小字名の云われなど歴史話で盛

り上がりました。（次号につづく・・取材で解った興味深い点についてご紹介します） 

 

 

 

 

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 

11 月４日、12 月２日、１月６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：11 月７日、14 日、21 日、28 日、12 月５日、12 日、19 日、

１月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：12 月 12 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 

11 月７日、21 日、12 月５日、19 日、１月

９日、16 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 

11 月 20 日、12 月 18 日、1 月 15 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 

11 月 11 日、12 月９日、１月 13 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 

11 月 11 日、12 月はお休み、１月 13 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 

シリーズ⑫ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！堀口（その１） 
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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 

内容 

11 月 13 日、27 日、12 月 11 日、25 日、

１月 8 日、22 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 

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 

11 月 18 日（水）、12 月 18 日（金）、 

１月 20 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 

 

 

内容 

11 月 14 日、28 日、12 月 12 日、26 日、

１月９日、23 日（それぞれ土曜日）午前 10

時 30 分開始 

すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など 

対 象 

 

申込み 

問合せ 

3 歳以上（保護者の方もご

一緒に） 

椿峰分館 

（℡2924- 8041） 

図書館親子おはなし会 
 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

 

内容 

12 月６日（日）、１月 20 日（水）、午前 11

時開始、11 月はスペシャル開催のためお休み

（スペシャルの日程は未定） 

てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ 

対 象 

 

申込み 

問合せ 

０歳から 3 歳まで（保護

者の方もご一緒に） 

椿峰分館 

（℡2924- 8041） 

場所 いずれも所沢図書館椿峰分館   

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 

楽しんで作るビーズ細工、折り紙、新聞紙で作

るバッグなど 

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 

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 

11 月 15 日（日）受付は８時 30 分～ 

狭山湖運動場 

申込み 

問合せ

参加費 

詳細は 10 月回覧予定の

文書をご覧下さい。 

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（℡

2924-1224）までお問合せ下さ

い。 

合同講演会 

 

主催：山口５校合同家庭教

育学級連絡会、共催：山口

まちづくり推進協議会青少

年育成部会 

日時 

 

場所 

12 月３日（木）午前 10 時～12 時、受付は

９時 30 分～ 

山口まちづくりセンター 公民館ホール 

問合せ 山口まちづくりセンター

（℡2924-1224）なお 

ＰＴＡ関係の方は各校の

家庭教育学級担当者まで 

演題 

講師 

学習意欲･体力･気力の向上は生活習慣の立て直しから 

小澤治夫氏（東海大学スポーツ医科学研究所所長） 

「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 

日時 

場所 

 

12 月５日（土）午前 10 時～12 時 

中氷川神社境内 

・雨天の場合は、12 月 6 日（日） 

平成 27 年所沢市消防出

初式 主催：所沢市、所沢

市消防団 

日時 

場所 

1 月 7 日（木） 

所沢航空記念公園内（航空発祥記念館南側） 

 

第 68 回所沢市山口地区

成人のつどい 主催：山口

地区成人のつどい実行委員会 

日時 

場所 

1 月 11 日（祝・月） 

カントンテーブル 

対 象 平成７年４月２日～平成

８年４月１日に生まれた

方 

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 

11 月 15 日（日）午前 10 時～12 時 

山口民俗資料館 

「明治期重松流祭囃子の伝播山口地区を中心

として」 

講 師 

参加費 

申込み 

 

小峰 孝男氏 

300 円 

不要、当日、直接お越し下

さい。 

前回の「新田義貞旗上げ生品神社～所沢まで」の現地探訪日帰りバス旅行を計画中、日程決まり次第ご案内します。 

 

編 集 後 記 

防災訓練の写真撮影は、広報委員だけではまかないきれず、今年もまた、佐藤清一郎様（岩崎上町）と毛利吉成様（大

鐘）に助っ人をお願いしました。ありがとうございました。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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