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８月３１日（土）、平成２５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、山中、上山中、泉小、山小、椿小の５ヵ所が会場となり、

お年寄りから子供さんまで 1,307 名が参加しました。５会場同時開催は今年が初めてです。 

それぞれの会場では、消防署職員の指導のもと、身近にあるレジ袋やタオルを使った応急手当、ＡＥＤの使い方、 

消火器の使い方など、体験を交えた

さまざまな訓練が行われました。 

また、ダンボールを使った簡易居

場所作りや、車椅子の避難訓練も行

われました。最後には、炊き出し訓

練で用意された非常食が参加者に配

布されました。 

「備えあれば憂い無し」、あらため

て、日頃の訓練の重要性を認識しま

した。 

 
貴方にも出来る応急手当（椿小） 

 
共に助け合い！避難所へ（山中） 

 

 
火元をめがけ初期消火（上山中） 

 
AED 尊い命を救います（山小） 

 

 
車椅子避難は安全にやさしく（泉小） 

 

 

 

 

９月１５日（日）、山口まちづくりセンターで山口地区敬老会（主催：山口地区敬老会実行委員会）が開催され

ました。台風接近中の悪天候にもかかわらず、75 歳以上のお年寄り 136 名が参加しました。 

式典の後の催し物では、小学生の

演技が披露され、大きな拍手が沸き

ました。最後には、お楽しみ抽選会

もあり、盛り上がりました。 

ボランティアや小学生をはじめ、

世代を超えた多くの人達に支えられ

た手作りの敬老会、来年は、さらに

多くのお年寄りに参加していただけ

ると良いですね。 
小学生の演技に大きな拍手！ 

 
息の合った太鼓のぶち合せ（泉小） 

回 覧  
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平成２５年１０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 

 

山口まちづくり推進協議会だより 

所沢市総合防災訓練が実施されました 
山口地区は５会場で同時開催、1,307 名の参加者が貴重な体験をしました 

雨にも負けず、大勢のみなさんが敬老会に参加しました 
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「山口まちづくり推進協議会」は、平成 24 年 12 月に発足したばかりの新しい組織です。平成 25 年 6 月の

時点で、山口地区内で活動する 34 の団体が登録されています。現在の組織構成は図のようになっています。 

 

 

 

 

私達の住んでいる山口地区を題材に、取材形式の連載シリーズ「行って見よう、もっと知ろう！」が始まります。 

さーて、どこから行こうか？・・・その前に先ず山

口の地名はどうして山口とついたのだろうか？「正し

くはっきり知りたいなー」「そんなの簡単、簡単」市役

所か山口民俗資料館に行けばわかるのでは！では行っ

て見ようと言うことで、山口民俗資料館を訪問し、石

井清一館長よりお話を伺いました。 

この地域は狭山丘陵を水源とする柳瀬川の上流部に 

位置し、水の便に恵まれ、古くから人が住みついてい

たそうです。地形的に「山の口」の意と思われ、明治

8 年の 6 村合併で新村名「山口村」として採用された

そうです。地形の特徴が地名の起こりになったのです。

「納得」。さて、湧水に恵まれた当地は江戸時代後半か

ら織物が盛んになり「所沢絣（かすり）」というブラン

ドが生まれます（この続きは次号で紹介）。 

 
自作の山口「立体地図」を使って 

熱く語り、説明される石井館長 

 
「かすり織」の見学体験は毎月第 1

日曜日（午前 10～午後３時） 

 
消防用具は「時代劇」で見るのと 

同じで「ビックリ」、保存も充実 

＝山口民俗資料館は山口で収集された民俗資料を展示、皆様のご来館をお待ちしています＝ 

所在地は山口 1529-10、開館日は第 1・3 日曜日と第 2・4 木曜日、午前８時 30 分～午後 5 時、入館料は無料、

電話 04-2922-2004（開館日のみ） 

シリーズ① 行って見よう  山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

山口まちづくり推進協議会とは？ 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ部会：山口地区自治連合会 

地域安全部会：①所沢交通安全協会山口支部 ②所沢市防犯協

会山口支部 ③所沢市消防団第７分団 ④所沢市消防団第７分

団協力会 ⑤山口交番連絡協議会 

地域福祉部会：①山口地区民生委員・児童委員協議会 ②所沢

市社会福祉協議会山口支部 ③所沢地区更生保護女性会山口支

部 ④山口地区母子愛育班 ⑤山口ふれあいの会 ⑥山口地区長

生クラブ連合会 ⑦山口婦人会 

青少年育成部会：①山口地区青少年を守る会連合会 ②山口地

区小中学校連絡協議会 ③山口小学校 PTA ④泉小学校 PTA 

⑤椿峰小学校 PTA ⑥山口中学校 PTA ⑦上山口中学校 PTA 

⑧泉小学校区こども会育成会 

地域環境部会：①山口地区環境推進員協議会 ②柳瀬川の最上

流をきれいにする会 ③上山口ミヤコタナゴ保存会 ④菩提樹

たんぼの会 ⑤菩提樹池愛好会 ⑥山口の自然に親しむ会 

学習文化部会：①所沢市体育協会山口支部 ②山口地区学校開

放運営委員会 ③山口公民館利用サークル連絡協議会 ④山口

郷土民俗資料保存会  ⑤山口民踊レクリェーションクラブ   

⑥山口公民館運営協議会 ⑦山口公民館協力会 

監  査 

運 営 会 議 

事案調整会議 

全 体 会 議 

広報委員会 

事 務 局 
役員構成 

会 長  １名 

副会長  ２名 

事務局長 １名 

監 事  ２名 

 

目 的 

山口地区の住民相互の交流と親睦を

図り、共通の利益の増進、生活環境

の保持・改善に努力し、文化・福祉

の向上と豊かで安心して住める地域

づくりに寄与する。 （運営規約） 
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去る10月6日（日）に所沢警察署・交通安全協会主催の「交通功労者・優良運転者」表彰が行われました。無事故無

違反は基より交通安全活動など厳しい審査の結果、山口地区から次の6名の方々が受賞しました。おめでとうございます。 

神藤年三（町谷）交通栄誉賞（緑十字銅賞）交通安全功労者

（9/13埼玉会館にて受賞） 

遠藤栄司（菩提樹）交通栄誉賞（緑十字銅賞）優良運転者 

（同上） 

市川功（岩崎中）（埼玉県警察本部長賞）交通安全功労者 

（同上） 

池ノ谷研司（堀之内）（埼玉県警察本部長賞）優良運転者 

（同上） 

遠藤庄司（菩提樹）35年以上優良運転者（所沢警察署長賞） 

糟谷元一（町谷）35年以上優良運転者（所沢警察署長賞） 

受賞者の決意表明 

受賞を契機として、これまで以上に交通安全意識を深

め、「安全で安心して暮らせるまちづくり」の実現に向け、

子供や高齢者の交通安全、飲酒運転の根絶、自転車や二輪

車の交通事故防止などについて、広く地域、職場、家庭に

訴えながら、率先して交通安全への取組みを推進します。 

皆様も交通ルール・マナーを守り、「事故を起こさない・

遭わない」ように、一人ひとりが自覚ある行動をとるよう

に努めましょう。 

 

 

 

 

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6日（水）、12月4日（水）、1月

8日（水）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 

山口こども文庫おはなし会 

共催：山口こども文庫おはな

し会、山口公民館 

日時 

 

本の貸し出し：11月9日、16日、30日、12月7日、14日、21日、 

1月11日、18日、25日、2月1日（いずれも土曜日）午前10時～12時 

クリスマスおはなし会： 12月14日（土）午前11時～11時30分 

大おはなし会 

主催・出演：くまのこ、山口

こども文庫おはなし会 

日時 

場所 

内容 

11月9日（土）午後2時～3時 

山口まちづくりセンター・ホール 

フィルム、パペットショー、紙しばい、人形げき 

子ども囲碁教室 

共催：山口囲碁クラブ、山口

公民館 

日時 

 

11月16日、12月7日、12月21日、

1月4日、1月18日、2月1日 

（いずれも土曜日）午前9時～11時 

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 

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13日（水）「知って安心！入浴方法」 

12月11日（水）「お口の健康を守ろう」 

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、健康ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ勉強会等 

・体操があるので、飲み物をご持参下さい。 

・1月はありません  

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13日（水）、1月8日（水） 

午後１時30分～3時30分 

山口まちづくりセンター 

・12月はありません 

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 

地域交流ぬくもり広場 

 

主催：山口公民館 

日時 

 

場所 

内容 

11月20日（水）、12月20日（金）、   

1月15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 

高齢者と障害者の方 

当日、直接お越し下さい 

100円（当日いただきます） 

所沢健康体操教室 

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 

11月15日、29日、12月13日、20

日、1月10日、24日（いずれも金曜日） 

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。 

 
山口地区の催し物情報・参加者募集（その１） 

 
交通事故のない社会の実現を目指して 

地域安全部会 交通安全協会山口支部長 奥住誠一 
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第67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13日（月）祝日 

未定 

対 象 

 

平成5年4月2日～平成6年4月1

日に生まれた方 

定例おはなし会 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

場所 

内容 

11月9日（土）、23日（土）午前10時

30分開始 

所沢図書館椿峰分館 

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 保護者の方もごいっしょに 

椿峰分館（℡2924- 8041） 

同上 

図書館まつり 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

内容 

11月16日（土）、17日（日）午前9時

30分～午後5時 

「わすれものをさがそう」 

対 象 小学生以下 

・4匹のクマのわすれものを椿峰分館内でさが

します。 

日時 

内容 

11月17日（日）午前11時開始 

「大人向けミニブックトーク」 

対 象 一般 

・朗読、本の紹介ほか 

日時 

内容 

11月20日（水）午前11時開始 

「親子おはなし会スペシャル」 

対 象 0歳から3歳まで、保護者の方もご一緒に 

・わらべうた、てあそび、絵本読み聞かせほか 

場所 いずれも所沢図書館椿峰分館 申込み 

問合せ 

椿峰分館（（℡2924- 8041） 

同上 

所沢 B級グルメ “焼き

だんご”を食べて晩秋の

狭山丘陵を歩こう 

主催：（公財）所沢市公共施設

管理公社・椿峰ｺﾐｭﾆﾃｨ会館別館 

日時 

場所  

内容 

11月17日（日）午前9時～12時頃 

下山口駅集合（午前9時） 

下山口駅から椿峰ｺﾐｭﾆﾃｨ会館、トトロの森、

狭山湖などを経由して西武球場前駅までウ

ォーキング 

対 象 

参加費 

申込み 

問合せ 

市民50人（小学生は保護者同伴） 

200円（保険代等含む） 

11月1日（金）椿峰ｺﾐｭﾆﾃｨ会館別館

（電話可 ℡2923-7922） 

「やまびこ」の催し物案内は、今後「さわやか」に引き継がれます。 

催し物の名称・主催 日時・場所・内容 募集内容・申込み 

第55回山口地区文化祭 

 

 

主催：山口地区文化祭実行委

員会 

日時 

場所 

 

11月２日（土）～３日（日） 

山口まちづくりセンター 

 

展示・発表等の参加申込みはすでに終了しま

した。見学、観賞等は自由です。たくさんの

ご来場をお待ちしています。 

内容 芸術文化の振興及び住民相互の交流を図るイベントです。山口公民館利用ｻｰｸﾙ及び山口地

区の住民・団体の作品展示と舞台発表、その他、文化祭の趣旨に適合する催物を行います。 

所沢市消防団特別点検 

 

主催：所沢市、所沢市消防団 

日時 

 

場所 

内容 

11月17日（日）午前8時30分～11

時50分 

上山口中学校 

市長が点検者となり、消防団の部隊行動、

機械器具整備状況及び訓練成果を発表しま

す。合わせて表彰式も行います。 

・今年は、10年ぶりに山口地区が開催地とな

りました。 

・消防団の活動を知る良い機会です。多くの皆

さんのご来場・見学をお待ちしています。 

・雨天の場合は、午前10時から同校体育館に

おいて表彰式のみを行います。 

山口地区体育協会剣道大

会 

 

主催：所沢市体育協会山口支

部、主管：山口剣友会 

日時 

場所 

内容 

 

12月1日（日）午前9時30分開会式 

山口小学校体育館 

①小学生低学年の部、②小学生高学年の部 

③初心者の部、④中学生学年別 男子の部

⑤中学生学年別 女子の部、⑥高校生以上

一般の部 

申込み 

問合せ 

参加費 

山口剣友会事務局（℡2924-7535 

遠藤） 

高校生以下100円 成人300円 

・参加人数によっては、部門分けの変更をする

場合があります。また、有段者には審判員を

お願いすることがあります。 

山口の皆さんにお知らせしたい催し物がありましたら、事務局まで御連絡下さい。 

編 集 後 記 

「さわやか」創刊号読んだよ、と言われてうれしくなりま

した。また、いろいろな取材をしていると、新しい発見に遭

遇したり、人の繋がりが急速に広がっていくことに気がつき

ました。隔月発行はかなりたいへんですが、喜びもたくさん 

あり、がんばろうという気になります。 

広報委員：新居亨一（委員長、地域環境部会）、神藤年三（副

委員長、地域ｺﾐｭﾆﾃｨ部会）、高杉和幸（地域安全部会）、前田

克夫（地域福祉部会）、遠藤健志（学習文化部会） 

 
山口地区の催し物情報・参加者募集（その２） 

山口まちづくり推進協議会の団体が主催・共催・協力する催し物です 
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