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８月 27 日（土）、平成 28 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）が実施されます。山口地区の訓練会場は、山口中、上山口中、泉小、山口小、椿峰小の５か 

所です。詳細は、別途回覧さ

れる実施案内をご覧下さい。 

想定される災害に対して、

避難場所や避難経路を実際

に確認しておくことが大切

です。地域や近隣の人々が、

顔を合わせて、お互いに協力

し合いながら、防災訓練に参

加して、「いざという時」に

備えましょう。 

整然と避難場所へ 

（平成２７年度の防災訓練） 

  

東日本大震災被災者の生の声 （「そなエリア東京」

に展示された「あのとき役立った私の知恵」より抜粋） 

 

 

 

里山清掃でも活躍する第七分団 

所沢市消防団第七分団は、山口地区の消防防災のリーダーとして、地域住

民の安全を守り、安心して生活できる環境づくりに重要な役割を果たしてい

ます。５月 21 日に行われた地域環境部会主催の里山清掃活動に参加してい

た分団長の濱松さんから「消防防災だけでなく、柳瀬川大清掃活動、安心安

全推進大会、山口第二区自衛消防隊の出初式などにも参加しています」と地

域活動に積極的に参加している様子をうかがうことができました。 

団員は随時募集中です。最近は被災地で活躍する消防団の姿を見て、入団を希望する若い人も増えているとのこ

とです。入団希望の方は所沢市総務部 危機管理課（電話：04-2998-9399）までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

５月 29 日（日）、町谷福祉委員会（民生委員・福祉サポーター・自治会で構成）は、所沢市社会福祉協議会地

域福祉推進課の支援を得て、車いすステーション『町谷』をオープンしました。これにより、一時的に車いすが必

要になった市民は、無料で車いすを借りることができるようになりました。貸出期間は２週間以内、手続きには免

許証・健康保険証など、申請者の住所が証明できるものが必要です。詳細は、所沢市社会福祉協議会地域福祉推進

課（Tel：2925-0041）にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

発足後４年目に入りました 

５月 2８日（土）、山口まちづくりセンター（山口公民館）において、平
成 2８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 2７年度の事業報告と決算報告・監査報告、および役員の改選（案）、

平成 2８年度の事業計画（案）と予算（案）について審議され、原案通り承
認されました。役員については、監事の交代があり、勝呂一夫氏と黒田信幸
氏が新監事に就きました。 

避難場所を知っていますか？ 地震災害はもう他人事ではありません 

８月 27 日(土)の防災訓練に参加しましょう！ 

山口の安全・安心を守る第七分団 

平成２８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 

わたしのまちの 車いすステーション『町谷』 ５月２９日オープン 
町谷自治会館で車いすを借りることができます（無料） 

 

山口まちづくり推進協議会だより 第 1８号 
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熱気あふれる狭山湖運動場 

５月 29 日（日）、狭山湖運動場においてグランドゴルフ大会（主催：所

沢市体育協会山口支部）が開催されました。雨天で中止になることが多いこ

の大会、今回は参加選手の熱い気持ちが通じて、晴天の下、42 歳から 90

歳までの 139 名の参加で行われました。 

開会式で粕谷支部長は「緑豊かな狭山湖でプレーできる幸せを感じなが

ら、日頃の成果を発揮できるようがんばって下さい」と挨拶。和気藹々と熱

戦が繰り広げられ、炎天下にもかかわらず、無事に大会を終了することがで

きました。 

花たちが来館者を迎えます 

 

 

山口公民館協力会は、山口地区文化祭に参加し、山口茶屋で、お茶やさつ

まいもを提供するなど、長い間、公民館活動に協力・支援をしてきましたが、

平成 27 年度末で解散となりました。記念としてプランター（右写真）、大

きな掛け時計（1F ロビー）、デジタル時計（窓口）が寄贈されました。 

 

 

６月５日（日）、山口地区環境推進員協議会は、山口まちづくりセンター

において、春季「もったいない市」（所沢市古着・古布・陶磁器回収事業）

を開催。山口地区の環境推進員は、来場者が楽しく利用できるよう、前日か

ら会場作りに工夫を凝らして「ブティック山口」を開設、大勢の市民で賑わ

いました。今年度から、古着・古布の集積所収集（月 1 回）が始まり、「も

ったいない市」に持ち込めるのは、再使用可能な衣類や陶磁器に限られまし

た。このため、資源化される衣類の持ち込みは大幅に減りました。 

山口地区の「もったいない市」は、気に入ったものがあれば無料で持ち帰

りできます。次回は 10 月 23 日（日）です。ぜひ、ご来場下さい。 「もったいない」の気持ちで再利用 

 

 

 

 

「遠くの親戚より近くの他人・・・」という諺を聞いたことはありませんか？ 自分だけではどうにもならず、

すぐに助けが必要だけど・・・、そんなとき頼りになるのは、遠く離れて暮らす親類ではなく、隣人との絆の強さ 

ですよね。 

ところで、自治会・町内会って「一体何だ」と思いますか？ 自分たちが

住む地理や環境を把握し、地域に合った方法で地域ひいては自分の身を守っ

ていくこと。抱える課題は違えども、みんなで知恵を出し合って解決してい

こうとする営みこそが、自治会・町内会の所以です。頼るところは頼って、

できる範囲で自らも関わっていく。そうした普段の生活から助け合いができ

るような、「持ちつ持たれつ」の関係をつくるための存在なのです。 

加入していなくても「困ることはない」と思われてはいませんか？ でも、

ちょっと待ってください。夜道を明るい電灯が照らすのは・・・？ 地元の

夏祭りを楽しめるのは・・・？ 子どもたちの登下校に親や先生と一緒に寄 
災害時の避難場所はどこですか？ 

り添っているのは・・・？ そして何より、災害が発生したとき、いち早く救助活動に動けるのは、日頃からの隣

人との絆の強さ、結束力であり、それがまさに自治会・町内会の底力といえるのです。 

皆さんから頂戴した会費は、地域のなかのさまざまな場面で活かされています。まだ、自治会・町内会に加入さ

れていない方、加入を迷っている方や、疑問をお持ちの方など、ぜひ、お近くの役員さんに相談してみて下さい。

もちろん、まちづくりセンターでもお待ちしています。 

祝 岩崎３号自治会の活動が所沢市自治連から表彰されました 
自治会活動団体の部で活動優良賞を受賞  （活動内容は「さわやか」15号で紹介） 

晴天の下で熱戦、山口地区グランドゴルフ大会 

自治会・町内会の必要性について考えてみませんか⑨ 
災害が発生したときは「遠くの親戚より近くの他人・・・」 

山口公民館協力会が解散、記念に を寄贈 

「もったいない市」で 0.6 トンの衣類が再使用されました 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

 

 

 

『大鐘』という地名は村内の塚から大きな鐘が掘り出されたことに由来し、その鐘は金乗院（山口観音）に移さ

れたと伝えられますが、現在は残っていません。色々な歴史書にもどうなったか不明と書かれ、ロマンがあると結

ばれています。どこに行ったのでしょうか？ 大変興味深いものです。地名の由来云われの殆どは、誰にでも解り

やすく地域を特定できるような特徴などから名付けられていますが、「大きな鐘が出た」という出来事が地名にな 

るのは珍しいことです。これを調べるのはかなりの労力が必要で、

途方もない課題ですが、解らないことは訪ねて聞くことが基本、「現

物・現場から学び、考えてみるという」精神で挑戦。先ず、大鐘と

いう地名はいつ頃からついた？ 時代の特定しぼりこみが必要で

す。古文書や関係書を調べ、そしてなぜ「鐘を土中に埋めた」ので

しょうか？ 鐘が発見された場所や伝わることなど、手がかりを求

め、解らなくて元々！ と大鐘地区に代々住む歴史に詳しい町田源

一さんを訪ねることから散策調査を開始しました。 

何度も現地を訪れた時、古道（旧道）の脇にある苔むした石塔に 馬頭観世音菩薩（大鐘旧道） 大鐘村の銘 

気づき、よく見ると、なんと「馬頭観世音菩薩」大鐘村と刻まれていました。すなわち、石塔に大鐘村と刻まれて

いることは、それ以前に大鐘村は存在したことになります。新たな事実確認です。（石塔の写真） 

現在残っている古道（旧道）の、大鐘橋付近から西側は狭山湖堰堤に続きます。今は湖底に沈んだ「勝楽寺村」

との境で隣り合わせです。「山口郷土民俗資料館」で古地図や地形をはじめ、村の成り立ちなど、同時に調査、勉

強を開始しました。（皆様もぜひ一度訪ねてみては如何ですか）。 

（次回は古道や暮らしについて解ったことなどをご紹介します、お楽しみに！） 

 

 

 

祭 り 名 称 開 催 日 時 開 催 場 所 

祇園祭夏祭り 
堀口自治会夏祭り 
新堀夏祭り 
堀之内八雲神社祭礼 
椿峰ニュータウン夏祭り 
菩提樹自治会盆おどり大会 
氷川町内会納涼大会 
梨ノ木戸 2 号団地「夕涼み会」 
町谷自治会納涼盆踊り大会 

7 月 3 日（日）午前 10 時～ 
7 月 9 日（土）午後５時～ 
7 月 10 日（日）午後１時 30 分～ 
7 月 16 日（土）午後４時～ 
7 月 16 日（土）午後６時～ 
7 月 16 日（土）午後５時～ 
7 月 23 日（土）午後５時～ 
7 月 24 日（日）午後４時 30 分～ 
7 月 30 日（土）午後６時～（ｹﾞｰﾑ大会:午後２時～） 

大鐘公民館 
堀口天神社境内 
新堀自治会館 
八雲神社 
椿峰中央公園 
菩提樹こども広場 
中氷川神社境内 
自治会内道路上 
町谷自治会館広場 

岩崎上町夏祭り納涼大会 
上山口夏祭り 
岩崎下町納涼祭 
山王峰自治会夏祭り 
岩崎中町納涼祭 

8 月 6 日（土）午後５時～ 
8 月 6 日（土）午後５時～ 
8 月 13 日（土）午後４時 30 分～ 
8 月 27 日（土）午後６時～（予定） 
8 月 27 日（土）午後５時～ 

岩崎上町自治会館 
中澤大駐車場 
岩崎公園 
自治会内水道用地 
瑞岩寺駐車場 

※今年度の川辺町内会納涼祭は、町内会館建替え工事のため中止です。 

 

 

 

 

 

 

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 

７月６日、８月３日、９月７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：７月２日、９日、16 日、23 日、８月６日、13 日、20 日、27

日、９月３日、10 日、17 日、24 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：７月９日、８月はお休み、９月３日 午前 11 時～  

山口まちづくりセンター 

シリーズ⑰ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！大鐘 その１ 

子どもたちが笑顔で集う 山口の夏祭り ～ぜひお越し下さい～ 

山口小の後援会が発足します。ぜひ入会を! 詳細は回覧をご覧下さい。 
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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 

７月２日、16 日、８月６日、20 日、９月３日、

17 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 

内容 

７月 14 日、８月はお休み、９月８日（第２木

曜日）午前 10 時 30 分～  

山口まちづくりセンター 

対 象 

 

子育て中の保護者。子ども

連れでも大丈夫！（ただし

保育はありません） 

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 

７月 13 日、８月はお休み、９月 14 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 

内容 

７月 13 日、８月はお休み、９月 14 日（奇数

月第２水曜日）午後１時 30 分～3 時（受付） 

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） 

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 

内容 

７月８日、22 日、８月はお休み、９月９日、

２３日（第 2、第４金曜日） 

午後１時 50 分、受付は午後１時 30 分～ 

山口まちづくりセンター 

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。 

申込み 

問合せ 

 

参加費 

持ち物 

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 

飲み物、汗拭きタオルなど 

地域交流会ぬくもり広場 

 

 

主催：山口公民館 

日時 

 

場所 

内容 

７月 20 日（水）、８月 19 日（金）、９月 21

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 

７月９日、23 日、８月 13 日、27 日、９月

10 日、24 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 

 

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 

７月 20 日（水）、８月７日（日）、９月 21

日（水）、午前 11 時開始 

てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ 

対 象 

 

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 

夏休み 親子体験！「涼

菓子作り教室」 

 

 

主催：山口公民館 

日時 

場所 

内容 

７月 30 日（土）午前 10 時～12 時 30 分 

山口まちづくりセンター 

ババロア・アラモード（フルーツ添え） 

対 象 

参加費 

持ち物 

申込み 

 

幼稚園児から小学６年生

1,000 円（親子１組の材料費） 

エプロン、三角巾 

先着 16 組、７月５日（火）

山口公民館（2924-1224） 

平成 28 年度所沢市総合

防災訓練 

日時 

場所 

８月 27 日（土） 

山口中、上山口中、泉小、山口小、椿峰小 

・詳細は、別途回覧される実施案内

をご覧下さい。 

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 

山口郷土民俗資料館  

勉強会 

 

主催：山口郷土民俗資料館 

日時 

 

演題 

場所 

７月 1７日（日）午前 10 時～12 時 

８月はお休みです。 

「湖底のふるさと 勝楽寺を語る」 

山口郷土民俗資料館 

参加費 

講 師 

申込み 

３00 円 

宮本八重子氏 

不要。当日、直接お越し下

さい。 

 

編 集 後 記 

４月に発生し、未だ止まない熊本地震、被災された方々

には心よりお見舞い申し上げます。 

「災害に時なし、場所なし、予告なし」、「天災は忘れた

頃にやって来る」、「喉もと過ぎれば熱さを忘れる」など、

災害に関する名言・格言はたくさんありますが、私たちに

とって最も必要なのは、災害に対する日頃の備え、「備えあ

れば憂いなし」ではないでしょうか。 

防災訓練は、被災時にどのように行動すればよいかを体

験できる場です。また、家族やご近所と避難方法を話し合

う良い機会でもあります。ぜひ、ご家族やご近所も誘い、

皆で防災訓練にご参加下さい。 

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） 



平成 28年 6月 30日発行 山口まちづくり推進協議会だより さわやか 第 18号 

 


