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祝 卒業・入学 おめでとう！
～子どもたちの輝く明日を応援します～
3 月 15 日（火）
、春を感じる晴天の中、山口地区の中学校で卒業式が行われ、来賓、保護者や後輩が見守る中、
3 年間で身も心も立派に成長した卒業生が巣立っていきました。激励の式辞や祝辞が送られた後、卒業生代表から
は先生方や両親への感謝の気持ち、友達とのすばらしい出会いと別れ、そして数々の思い出を与えてくれた中学校
生活にありがとうとの答辞がありました。続く 24 日（木）は、寒の戻りで曇空の中、小学校の卒業式が行われま
した。卒業証書は担任の先生が卒業生の名前を呼びあげ、校長先生から 1 人ずつ檀上で手渡されます。その際、
大きな声で「はい」という返事をする姿が、とても誇らしく見えましたが、温かい拍手に後押しされながらも 6
年間の思い出がよみがえり、涙する場面もありました。
また、4 月 8 日（金）に行われた
入学式では、期待と不安の入り混じ
った表情の新入生を在校生が歓迎の
歌や言葉で温かく包み、緊張を和ら
げていました。きっとこれからの学
校生活が楽しく、夢膨らむものにな
ったと思います。地元の未来を担っ
ていく子どもたちのそれぞれの大切
な門出にエールを送りましょう。
壇上に整列して後輩とお別れ
校門の前では記念撮影を待つ行列が

思い出の校舎を後に新たな門出

入学式にはやっぱり桜が似合う

ランドセルの中は夢と喜びがいっぱい

人ごとではない災害、 共に助け合う地域づくりを
平成２７年度 山口地区安全・安心推進大会が開催されました
３月 12 日（土）
、山口まちづくりセンターにおいて、平成 27 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、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。子ども連れの家族も多く、
173 名の参加がありました。開会式では、市長はじめ来賓の挨拶および大
会宣言が行われました。
第１部は、所沢市危機管理課による「防災と減災」の講演が行われ、3.11
東日本大震災が５年経過した今、改めて災害に備えることの大切さを痛感す
る機会となりました。第２部は、所沢中央消防署山口分署による「起震車・
中は真っ白、やっと出ることができました
煙ドーム」の実体験を行いました。参加者は「起震車では震度別・縦揺れ・
横揺れを、煙ドーム内では何も見えない程の状況を体験して災害の恐ろしさを実感しました」と語っていました。
会場入口には、山口自治連合会と広報委員会で作成した「あのとき役立った私の知恵～三大震災をこうして乗り
越えた～」と題したパネルが展示され、三大震災で被災した方々の生の声を知ることができました。
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聞き取れなかったら電話で確認可能

山口地区では、地区内小中学校をはじめ、大鐘公民館や老人憩の家さくら荘などに防災行政無線の放送塔が設置
されています。27 年度も、放送が聞こえる範囲を拡大するため、掬水亭前の信号近くと西武球場前駅の近くにあ
る旧バスロータリー敷地内の２箇所に放送塔が増設され、全部で 11 基に増えました。放送が聞き取れなかったと
きには、防災行政無線の放送内容を専用フリーダイヤル（0120-100-466）で確認できるようになっています。
通話料は無料で、携帯電話からでも利用できます。番号を登録してはいかがですか。

山口郷土民俗資料館の勉強会から広がる歴史の仲間
開館 20 周年記念行事「新田義貞旗上げの地を訪ねる旅」に 40 名が参加
３月８日（火）
、
「新田義貞旗上げの地を訪ねる旅」
（主催：山口郷土民俗
資料館、協賛：広報委員会）が実施されました。この旅は、昨年 10 月に、
広沢謙一先生（元狭山市史編さん委員、山口在住）を講師に招いて開かれた
山口郷土民俗資料館勉強会『新田義貞鎌倉攻めの道』
（副題 生品神社から所
沢まで）において、ぜひ現地を見学したいという多数の意見が出たために企
画されたもので、あっという間に定員の 40 名が集まりました。27 年度は
山口郷土民俗資料館の開館 20 周年に当たり、その記念行事でもあります。
目的地は群馬県太田市の新田荘（にったのしょう）
。広沢先生の分りやす
い説明を聞きながら、新田荘歴史資料館、世良田東照宮、長楽寺、生品神社、
生品神社 新田義貞の銅像前で
大光院を巡りました。新田義貞がこの生品神社で旗揚げし、日本の歴史が大
きく変わる発端となったこと、途中、山口で陣取ったことなど、700 年近い昔に想いを馳せながら、一歩一歩を
踏み締めて歩きました。帰りのバスの中では、歴史の話題でおおいに盛り上がり、鎌倉を訪ねる旅を早く企画して
欲しいという意見も出ました。無事まちづくりセンターに到着後、しっかり勉強した充実感と楽しい思い出を土産
に、それぞれの家路につきました。

地域環境部会 柳瀬川の環境整備に着手
山口まちづくり推進協議会の地域環境部会では、これまでにも紹介したよ
うに上山口中西側（上山口字雑魚谷）の里山保全活動を進めてきましたが、
27 年度は新たな部会事業として柳瀬川の環境整備に着手しました。
1 月 23 日（土）
、約 15 名の部会員が集まり、雪の残る中、児泉橋付近
の河原に降りてごみを拾いました。約１時間程度の作業でしたが、ペットボ
トルや空き缶から、パイプ、鉄板、木の枝など、様々なごみが集まりました。 こんな大きな鉄板も捨ててありました！
山口の生活を育んできた柳瀬川、皆できれいにしていきませんか。

自治会・町内会の必要性について考えてみませんか⑧
今回は山口地区自治連合会の活動を紹介します
単位自治会の活動は、夏祭りや親睦旅行、レクリエーション、防災活動など様々
な行事を紹介しておりますが、今回は山口自治連の主な活動を紹介します。
山口地区の自治会・町内会は 35 団体あり、何れも市役所に登録承認され
た団体が協力して山口地区自治連合会を組織しています。
主な活動の軸は、地域の安全・生活環境確保（道路や河川の維持改善・交
通安全・防犯活動）
、および、安心して暮らせる「まちづくり」に必要な行
政機関や福祉関連団体との共助情報共有化と問題解決です。
各種募金活動協力、見守りやパトロール、
「いざ」という時に備えた市内
山口自治連主催視察研修 中間処理
一斉防災訓練計画推進、自主防災会の運営や加入促進、学校支援、消防団支
リサイクル企業『石坂産業』を見学
援、まちづくり推進協議会行事など、共通事項については理事会を開き、検
討決定しています。福祉活動については、高齢化社会における家族構成の変化などが時を待たずして訪れており、
出来ることから施策の展開を実践するなどの検討を開始しています。
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もっと知ろう！堀口（その４）

天満宮を越え堰堤から三ケ島への道があります。確かに小高い丘があります。このあたりが高札場だったのでし
ょうか。少し行くと古道があり、三ケ島になります。寛政や天保年間の墓石や地蔵が有ります。狭山栞（ｼｵﾘ）※)
によると村の境目を示す「野崎氏」が植えたと伝わる榎（ｴﾉｷ）を探し求め約 2 時間さまよいましたが、見つけら
れませんでした（残念！どうなったのでしょうか）
。地元の方のお話しでは自然消滅したと伝えられます。あたり
には「もみじ」の古木があり、しかも配列よく植えられた感じで、ひょっとして庭園だったとか思いたくなりまし
た。
（※）狭山栞（ｼｵﾘ）とは江戸時代の歴史書）
「天神天満宮の再建」について、数百年前より根古屋旧城跡の東端、老古杉の景勝地天神山の上に鎮座していま
したが、貯水池の起工により、氏子が熟議したところ、神域を現在地に定め、昭和 6 年 9 月 25 日現在地に移築
創建されました。村人の寄付や協力など記された石碑があり、素晴らしい歴史に出会えます。
また、堀口自治会館周辺は昔、大町と呼ばれ、堀口の中心であったようです。県庁「熊谷」へ十三里と歴史書に
記されている「堀口の起点」となった場所はどこかに残っているのでは？
と、あたりを探してみましたが判りませんでした（湖底あたりではないでし
ょうか）
。
天満宮と清照寺あたりは、深い森にかこまれ、自然と歴史に触れることが
できます。湖畔に立てば、湖底に沈んだ堀口組の一部 65 の家々や夫婦川、
そして堂谷津池など想い浮かべ、暮れゆく富士山や南西部の眺望を楽しみな
がら家路につきました。歴史と自然を堪能できる素晴らしい堀口でした。ぜ
ひ散策してみては如何でしょうか。
（次号から大鐘です。新たな発見や気が
遠くなる昔を探ります・・・お楽しみに）
暮れゆく狭山湖（中央より右は旧堀口村）

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

平成２８年４月から古着・古布の集積所収集が始まりました
◆収集日は毎月１回、
「小型家電製品」と同じです。
（山口地区：第１月曜日、上山口地区：第１木曜日）
◆再使用できる古着・古布・陶磁器は「もったいない市」へ。
（春季 6 月５日、秋季 10 月 23 日）
◆これまでの「ファイバーリサイクル」は中止になりました。
◆詳しくは、
「家庭の資源とごみの分け方・出し方（平成 28 年度版）」
（３月に戸別配布）をご覧下さい。

４月１日、山口まちづくりセンター長 田中政美さん、公民館ｸﾞﾙｰﾌﾟ 大沼豊子さん、窓口ｻｰﾋﾞｽ 黒田千
恵子さんが異動になりました。また、窓口ｻｰﾋﾞｽ 小島節子さんが退職されました。日頃いろいろとお世話
になり、ありがとうございました。
後任として、センター長 仲正之さん、ｺﾐｭﾆﾃｨ担当 山嵜裕司さん、公民館ｸﾞﾙｰﾌﾟ 佐々木睦美さん、窓
口ｻｰﾋﾞｽ 斎藤勝子さんが着任しました。よろしくお願いします。

山口地区の催し物情報・参加者募集
催し物の名称・主催
日時・場所・内容
募集内容・申込み
日時
６月９日（木）～12
月
27
日（火）
全７回
対
象
成人（先着 20 名）
フラワーアレンジメント
午前 10 時～11 時
申込み ５月 10 日（水）午前９時
教室～生活の中に花を飾
場所
山口まちづくりセンター
から山口まちづくりセンター
ろう～
主催：山口公民館

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

詳細は山口まちづくりセンター（℡2924-1224）に 参加費 初回 2,000 円、2 回以降
お問合せ下さい
各回 1,500 円
日時 ５月 11 日（第２水曜日）、６月１日（第 1 水曜日）、 対 象 乳児とその保護者
７月６日（第 1 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：５月７日、14 日、21 日、28 日、６月４日、11 日、18 日、25
日、７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：５月７日、６月４日、７月９日 午前 11 時～
場所 山口まちづくりセンター
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こども囲碁教室

日時

共催：山口囲碁クラブ・山
口公民館

場所

ツキイチ交流会フィーカ 日時

場所
内容
主催：山口公民館

おしゃべり健康サロン

日時

共催：保健センター健康づ
くり支援課・山口公民館

場所
内容

出張健康相談

日時

主催：保健センター健康づ
くり支援課

場所
内容
日時

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

場所
内容

地域交流会ぬくもり広場 日時

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

場所
内容
日時

内容
日時
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５月７日、21 日、６月４日、18 日、７月２日、 対 象 小学生・中学生
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。
山口まちづくりセンター
参加費 無料
５月 12 日、６月 9 日、７月 14 日（第２木 対 象 子育て中のお母さん。子ど
曜日）午前 10 時 30 分～
も連れでも大丈夫！（ただ
曜日と開始時間が変わりました
し保育はありません）
山口まちづくりセンター
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。
５月 11 日、６月８日、７月 13 日（第 2 水曜日） ・体操があるので飲み物をご持参下
午前 10 時～12 時 受付は 9 時 30 分～
さい。
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
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）
５月 11 日、７月 13 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）
山口まちづくりセンター
保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定
５月 13 日、27 日、６月 10 日、24 日、７ 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
月８日、22 日（第 2、第４金曜日）
問合せ 山口地域包括支援センター
午後１時 50 分、受付は午後１時 30 分～
（℡2928-7525）
山口まちづくりセンター
参加費 無料
高齢者が元気になるための椅子に座ってもで
持ち物 飲み物、汗拭きタオルなど
きる体操です。
５月 18 日（水）
、６月 17 日（金）、
対 象 高齢者と障害のある方
７月 20 日（水）午前 10 時～12 時
申込み 当日、直接お越し下さい。
山口まちづくりセンター
参加費 100 円（当日いただきま
交流と仲間づくり
す）
５月 14 日、28 日、６月 11 日、25 日、７ 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）午前 10 時
一緒に）
30 分開始
申込み 椿峰分館
すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など 問合せ （℡2924- 8041）
５月 18 日（水）、６月５日（日）、７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）
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）
いずれも所沢図書館椿峰分館

内容
場所
山口地区グランドゴルフ 日時 5 月 29 日（日）午前 10 時～午後１時頃
受付は 9 時 30 分～
大会
共催：所沢市体育協会山口 場所 狭山湖運動場
支部・山口公民館
予備日 6 月 26 日（日）場所は山口中グラウンド
アンサンブル・トランタン 日時 ５月 29 日（日）午後１時 30 分～３時 30 分
場所 椿峰コミュニティ会館 別館 ホール
コンサート
出演 アンサンブル・トランタン
内容 おなじみのミュージカル曲からクラシック曲まで♪
日時 ６月 19 日（日）午前 10 時～12 時
山口郷土民俗資料館
内容 山口城址
勉強会
主催：所沢図書館椿峰分館

参加費 無料
申込み 詳細は４月回覧の文書を
ご覧下さい。

対 象 一般
参加費 無料
問合せ 椿峰コミュニティ会館 別館
（℡2923-7922）
参加費 500 円
講 師 安藤隆氏（埋蔵文化財調査
センター）
主催：山口郷土民俗資料館 場所は山口郷土民俗資料館です。申込み不要、当日、直接お越し下さい。

編
集
後
記
卒業式と入学式を取材させていただいた小学校及び中学校各位にお礼申し上げます。おかげさまで雰囲気の伝わる
記事に仕上げることができました。小学校の卒業式の朝、いつものように通学見守りに立っていると、一人の卒業
生が「ありがとうございました」と言って通り過ぎました。その一言に心が温まりました。きっと心豊かな中学生
になることでしょう。
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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