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昨年を上回る約 1,800 人が来場
10 月 31 日（土）～11 月 1 日
（日）の 2 日間、山口まちづくりセ
ンターにおいて、第 57 回山口地区
文化祭（主催：山口地区文化祭実行
委員会）が開催されました。作品展
示、舞台発表、イベント、模擬店、
菊花展、どこの会場も大賑わい。作
品展示、舞台発表、模擬店では、地
元の小中学生も大勢参加しました。

第 57 回山口地区文化祭

今年も賑やかな文化祭だニャ～

トコろん登場 子どもたちは大喜び

文化祭を裏で支えてくれた大勢の皆さん お疲れ様でした。雨に降られなかったのが何よりでした。

スポーツの秋に 山口地区親睦ミニ運動会
１０月４日（日）
、山口中体育館において、第７回「山口地区親睦ミニ運
動会」
（主催：所沢市体育協会山口支部）が開催されました。山口地区自治
連合会の協力を得て、自治会・町内会・スポーツ団体（17 チーム）
、応援
者も含め約 250 名の子ども、お父さん、お母さん、祖父母と幅広い年齢層
の皆さんの参加で和やかに行われました。
競技種目は、「玉入れ」
、
「ボール運び競走」、
「百足競走」
、
「フラフープ」、
「大なわ飛び」の５種目。知恵・技・体力の全てを駆使して競い合い、熱戦
が繰り広げられました。
今年の総合１位は山口ニュースターズＡチームでした。

「わがまち山口～昭和から未来へ～」

幅広い年齢層の約 250 名が参加

シンポジウム開催

11 月 28 日（土）
、山口まちづくりセンターにおいて、
「わがまち山口～
昭和から未来へ～」と題した平成 27 年度第 1 回シンポジウム「わたしの
生きた時代とこれから」
（主催：学習文化部会）が開催されました。
パネリストは、小久保いせ氏（山内/堤新亭大女将）、岸浩氏（岩崎下町/
元岩崎弁天社相談役）
、本橋良治氏（堀之内/工務店経営）
、町田源一氏（大
鐘/農業）の４氏、コメンテータは斎藤博氏（元所沢市長）、司会は平塚俊夫
氏（元山口中学校長）
、進行は長谷川秀夫学習文化部会長が務めました。
狭山湖構築工事による移転や岩崎簓獅子舞の復興をはじめ、昔の山口の風
景や機織の様子など、普段あまり聞く機会のない秘話や体験談を聞くことが
温故知新、山口の未来を考える
できました。会場からは、山口の未来に繋げていくにはどうすればよいかなど、さまざまな意見・質問が出ました。
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心のこもったおもてなしで溢れる笑顔

山口ふれあいの会昼食会

10 月２日（金）と８日（木）の両日、山口ふれあいの会昼食会（共催：
山口ふれあいの会・山口まちづくりセンター、協力：山口公民館利用サーク
ル連絡協議会）が山口まちづくりセンター（山口公民館）ホールにて開催さ
れました。
「食事をしながら新しい輪を広げましょう」と、70 歳以上の方を対象に
行いました。両日での参加者は約 200 名と大盛況、2 日には藤本市長もお
見えになりました。山口ふれあいの会の皆さんの心のこもった手づくりのお
弁当と、公民館利用サークルの皆さんの踊りと演奏を楽しみ、笑顔が溢れて
いました。

子どもたちの笑顔が咲く地域を目指して

100 人分のお弁当です

山小親子ふれあい会

11 月 7 日(土)、柳瀬川の最上流をきれいにする会、更生保護女性会山口
支部、5 つのスポーツ団体、茶道クラブの協力の下、PTA が主催する「山
小親子ふれあい会」が開催されました。
このイベントは毎年 800 名からの参加があり、学校、家庭、地域の垣根
を越えた連携の中で、子どもたちが思い思いに遊ぶ和やかな交流の場となっ
ています。また、豚汁、焼きそば、焼き団子、焼き鳥なども販売され、中で
も先生方の作る綿あめには長い行列ができていました。今年は埼玉県のマス
コット「コバトン」も子どもたちの輪に囲まれ、校庭いっぱいに歓声が沸き
上がっていました。

ふるさとの味を子どもたちへ伝えたい
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学校・家庭・地域が連携

山口小

所沢地区更生保護女性会山口支部では、山口小の子どもたちにうどん、す
いとん、焼きだんご、ゆでまんじゅうの作り方を教えています。この企画は、
山口のふるさとの味を子どもたちに伝えたいとの思いから始まり、10 年以
上続いています。今年は、11 月 24 日（火）
、25 日（水）、27 日（金）
に授業が行われました。学んだ成果は、1 月末に子どもたちが開店する山口
食堂で披露されます。
うどん打ちの名人芸に見入る子どもたち
授業は、子どもたちの「お願いします！」の元気な声で始まりました。皆
慣れない手つきで粉をこねたり、だんごを丸めたり、うどんを打ったり、多少の失敗もありましたが、楽しんでい
ました。山口の名人たちと子どもたちの世代を超えた交流の場です。最後に皆でおいしく試食をしました。

交通安全

泉小で 自転車免許講習会

泉小では、４年生の学年行事として、所沢警察署、所沢市役所交通安全課
の協力を得て「自転車免許講習会」が行われます。
今年は 10 月 28 日（水）５・６校時に体育館と校庭を使って実施されま
した。５校時は体育館で自転車の安全な運転に関する警察署員からのお話と
ＤＶＤの視聴。そして、筆記試験。６校時は校庭で自転車の安全な乗り方の
指導を受け、実際に自転車を運転しました。
校庭で実際に自転車の乗り方を指導
参観にきていた保護者の方たちも講習を受け、学年委員長さんは「これを機会に、交通ルールを再確認し、安全
運転に心がけていきましょう。
」と締めくくり、講習会は終了しました。子どもたちには、全員に「自転車運転免
許証」が交付されました。

自治会・町内会の必要性について考えてみませんか⑥
川の防災対策に独自の取り組み 岩崎３号自治会の活動紹介
岩崎３号地区は、泉小の西側に位置し、岩崎中町と岩崎上町に接しています。自治会の発足は昭和 38 年、現在
は 155 世帯が加入しています。自治会加入率は約 95%と高く、外部から転入してきた若い人たちも加入してい
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ます。自治会役員の任期は 1 年間です。
主な年間行事は、新年会、高齢者を対象とした日帰りバス旅行、環境美化
の日に合わせた一斉清掃などです。新年会には 50～60 名が参加、子ども
や若い人たちも多数集まります。日帰りバス旅行も多くの人たちが楽しみに
しています。役員は、会員に喜んでもらえるよう、限られた予算の中で遣り
繰りに苦労をされている様子でした。
岩崎３号自治会では防災・安全対策に力を入れています。今年の山口地区
全体で行った自主防災訓練では、各持ち場の責任者は、自分の役割をしっか
りとイメージしながら行動するようにしました。また、毎年、自治会独自の
皆さん元気に高齢者日帰りバス旅行
防災訓練を行い、消防署や県警を講師に招いた講演会も開催しています。
（写真提供 岩崎３号自治会）
岩崎３号地区は柳瀬川と六つ家川に接しているので、今年の秋に発生した
鬼怒川決壊のような大災害が発生したときには、市からの連絡を待っていたのでは間に合わない、事前に自治会と
して動けるのであろうか、という危機感があります。このため、
「大災害時に岩崎 3 号自治会としてどのように動
くか」を自治会活動の原点と位置づけ、様々な場面を想定した問題点や対策について検討を始めました。
取材を通じて、活発でまとまりの良い自治会活動の背景には、機動力のある役員とそれを支える多くの役員経験
者との円滑な連携があると感じました。

シリーズ⑭ 行って見よう

山口の自然と歴史

もっと知ろう！堀口（その２）

水源に恵まれた堀口は米の収穫量では山口一でしたが、度々の水害に遭遇したことから、家の蔵には用心のため
小舟があったそうですが本当ですか？ 「実際にありましたよ！ 近年、小舟を確認しています。下流の村では川
の氾濫があったそうです。水に濡らしてはいけない家財など小舟に積み、避難していたそうです。貯水池建設後、
水害は無くなりました。
」 昔の蔵を解体時、小舟や鉄砲（火縄銃）が見つ
かったことを聞きますが、猟をしていたのでしょうか？ 「考えられます
ね。
」柳瀬川流域の古い家々を訪ねましたが小舟は処分され現存しませんで
した（残念）
。
「もし古い民具や記録、書など、ありましたら、山口民俗資料
館か山口まちづくりセンターへご一報下さい」
。
話は変わりますが、平将門の家来で落ち武者「野崎氏」が村境の目印とし
て植えたと云われる「榎」
（ｴﾉｷ）があった場所は解りますか？ 「字名は『榎
戸』
（ｴﾉｷﾄﾞ）、番地は上山口 498～520 で、狭山栞によると高札場や庚申
塔があったそうです。
」 どのあたりか、聞いたことはありませんか？ 「聞
いたことはないが、元湖畔荘があったあたりではないでしょうか。
」 「確か
森林に包まれた堀口天満社
に高台だね。」 「野崎姓」を名乗る方はいませんでしたか？ 「貯水池ができる前は、居住していたと聞いてい
ます。
」 その方は子孫でしょうか？「以前、錆びた刀や兜があったと伝えられているそうです。
」もう少し堀口か
ら三ケ島境のあたりを歩いてみることにします。
（さて次号は・・久松氏の墓や清照寺、そして天満宮について紹介します）

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

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 １月６日、2 月３日、３月２日（第 1 水曜日） 対 象 乳児とその保護者
共催：母子愛育班・更生保
午前 10 時～12 時
申込み 当日、直接お越し下さい。
護女性会・民生委員児童委 場所 山口まちづくりセンター
参加費 無料
員協議会・山口公民館
内容 乳児の子育て支援と交流
山口子ども文庫おはなし会 日時 本の貸し出し：１月９日、16 日、23 日、２月６日、13 日、20 日、27 日、
３月５日、12 日、19 日、26 日（毎月第 1 週から第 4 週の土曜日）午前 10 時～
共催：山口子ども文庫おは
12 時
おはなし会：２月６日、３月５日 午前 11 時～
なし会・山口公民館
場所 山口まちづくりセンター
こども囲碁教室
日時 １月９日（※第 2）、16 日、２月６日、20 対 象 小学生・中学生
日、３月５日、19 日（それぞれ土曜日）午前 申込み 当日、直接お越し下さい。
共催：山口囲碁クラブ・山
9 時～11 時
参加費 無料
口公民館
場所 山口まちづくりセンター
ツキイチ交流会フィーカ 日時 １月 15 日、２月 19 日、３月 18 日（第３金 対 象 子育て中のお母さん。子ど
曜日）午前 10 時～12 時
も連れでも大丈夫！（ただ
場所 山口まちづくりセンター
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。
主催：山口公民館
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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

山口まちづくり推進協議会だより さわやか
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日時 １月はお休み、２月 10 日、３月９日（第 2 ・体操があるので飲み物をご持参下
水曜日）午前 10 時～12 時
さい。
受付は 9 時 30 分～
問合せ 保健センター健康づくり
場所 山口まちづくりセンター
支援課（℡2991-1813）
内容 ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など
訂正:14 号で 1 月 13 日を開催日としましたが、正しくは、
「1 月はお休み」です。訂正し、
お詫び致します。
日時 １月 13 日、３月９日（奇数月第２水曜日）
問合せ 保健センター健康づくり
午後１時 30 分～3 時（受付）
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 １月８日、22 日、２月 12 日、26 日、
申込み 不要 どなたでも大歓迎！
３月 11 日、25 日（第 2、第４金曜日）午後 問合せ 山口地域包括支援センター
２時～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 １月 20 日（水）
、２月 19 日（金）、
対 象 高齢者と障害のある方
３月 16 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 １月９日、23 日、２月 13 日、27 日、３月 対 象 3 歳以上（保護者の方もご
12 日、26 日（それぞれ土曜日）午前 10 時
一緒に）
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）

主催：所沢図書館椿峰分館

日時 １月 20 日（水）、２月７日（日）、３月 16 対 象
日（水）午前 11 時開始
内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
申込み
問合せ
場所 いずれも所沢図書館椿峰分館

第 69 回所沢市山口地区
成人のつどい

日時 1 月 11 日（祝・月）
場所 ドームレストラン「カントンテーブル」

親子和太鼓体験教室

日時
内容
場所
日時
内容
場所

０歳から 3 歳まで（保護
者の方もご一緒に）
椿峰分館
（℡2924- 8041）

象 平成７年４月２日～平成
８年４月１日に生まれた
主催：所沢市・所沢市教育
方
委員会 主管：山口地区成 訂正 14 号で第 68 回としましたが、正しくは第 69 回です。訂正し、お詫び致します。
人のつどい実行委員会
・詳細は別途回覧。
山口地区安全安心推進大 日時 3 月 12 日（土）午前 10 時予定
・駐車台数に限りがあるので、自転
（受付は午前９時３０分～）
会
車・徒歩でのご来場にご協力をお
主催：山口まちづくり推進 場所 山口まちづくりセンター ホール
願いします。
協議会 山口地区安全・安 内容 ①防災と減災（自主防災組織の活動と必要性な
ど）
、②実体験（起震車、煙体験）
心推進大会実行委員会

主催：椿峰ｺﾐｭﾆﾃｨ会館別館

和太鼓演奏会
主催：椿峰ｺﾐｭﾆﾃｨ会館別館

対

2 月 21 日、28 日、3 月 6 日（日曜日全 3 回）・詳細は椿峰コミュニティ会館別館
親子で和太鼓の迫力とリズムを体感する
（℡2923- 7922）までお問合せ
椿峰コミュニティ会館別館ホール
下さい。
2 月 7 日（日）午後 1 時～3 時 30 分
和太鼓の演奏を聴き希望者には体験してもらう
椿峰コミュニティ会館別館ホール

山口民俗資料館 勉強会 １月、２月はお休みです。
主催：山口民俗資料館

10 月の勉強会「新田義貞旗上げ生品神社から所沢まで」の現地探訪日帰りバス旅行を平
成 28 年 3 月 8 日（火）に実施する予定です。日程など詳細が決まり次第ご案内します。

編

集

後

記

15 号では地域と学校の繋がりを 3 件紹介しました。取材を御了解いただいた学校各位にはお礼申し上げます。
「子
どもは地域の宝」
、これからも学校と地域が見守る中で元気に育っていく子どもたちの様子を紹介していきたいと
思います。広報委員：新居亨一（地域環境部会）、神藤年三（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ部会）、前田克夫（地域福祉部会）、川崎
幸美（青少年育成部会）
、遠藤健志（学習文化部会）
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