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参加者は皆真剣

台風９号大雨直後の防災訓練

８月 27 日（土）
、1,324 名が参加して、平成 28 年度山口地区自主防災活動訓練（主催：山口地区自治連合会
共催：山口地区自主防災訓練実行委員会）が実施されました。会場は、山口地区指定避難場所になっている山口中、
上山口中、泉小、山口小、及び小手指地区指定避難場所になっている椿峰小の５ヵ所です。
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、初期消火、避難所設営、防災用具庫見学などが行われまし
た。特に、山口中学では、陸上自衛隊による炊き出しと所沢市、入間市の給
水車が出動した給水訓練が行われ、例年にないリアル感がありました。
訓練直前の 8 月 22 日には、所沢市に記録的短時間大雨情報が出され、山
口地区でも稀に見る被害が発生しました。山口地区自治連合会は各自治会・
町内会の被害状況の情報収集を行い、消防団第七分団は出動に備えて待機し、
また、民生委員は要援護者の安否確認をするなど、各団体が迅速に動き、災
害事故発生に備えました。今回の大雨被害では、今後の防災・減災に向けた 台風９号による大雨で川と化した道路
（写真提供：山口地区自治連合会）
新たな課題も見出され、対策の検討が始まっています。

給食訓練（山口中）：陸上自衛隊による
カレーの炊き出し

給水訓練（山口中）：所沢市と入間市の給
水車が出動

初期消火訓練（上山口中）：慣れれば
簡単、慌てず火元に向けて放水

救護訓練（泉小）：聴覚障害者もこれが
あれば心強い

救護訓練（山口小）：AED の設置場所を覚
えておこう！操作は難しくありません

救護訓練（山口小）：訓練中の事故に
備えて待機、雨の中お疲れ様でした

避難誘導訓練（椿峰小）：整然と避難所
へ、要援護者への配慮も重要

防災倉庫見学（椿峰中央公園）：非常食、
毛布、簡易トイレなど 30～40 品目を備蓄

設営訓練（椿峰小）：ダンボールで囲う
だけでも避難所生活のストレスは軽減
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山口地区敬老会

９月 11 日（日）
、山口まちづくりセンターで平成 28 年度の山口地区敬老会（主催：山口地区自治連合会、共
催：山口地区敬老会実行委員会）が開催され、190 名が参加しました。
第一部の式典は、来賓のお祝いの言葉、椿峰・泉・山口小学校代表の児童からのこころ温まる作文の発表があり
ました。第二部は催し物で、各小学校の児童による歌、器楽の演奏、ダンス、ぶち合わせ太鼓を元気いっぱい演じ
てくれました。引き続き、鏡味正二郎の太神楽曲芸、柳家喬之助の落語で会場は笑いに包まれました。
多くのボランティアの皆さん、小学生をはじめ PTA・学校関係の人達の協力に支えられ、明るく楽しい敬老会
となりました。また、今年 75 歳になられた方には記念品が事前送付されたので、受付が簡単になり、好評でした。

和やかに会話しながら受付を済ませる来
場者

椿峰小

ホールの入口に設けられたドリンクコーナ
ー、開始前に暫しの談笑

子育て支援講演会

新企画の寄席では、プロの演技に笑
いがいっぱい、拍手喝采

～子どものシグナルを見落とさないで～

所沢地区更生保護女性会山口支部主催の講演会が、椿峰小学校・PTA・椿峰小学校教養委員会の協力で９月 10
日（土）に行われました。今年は、元警察官で前教育委員会 健やか輝き支援室員の原田純子氏をお招きし、演題
は「子どものシグナルが見えますか」でした。参加者は約 120 人と、大盛況の中で講演が行われました。
暴力の種類や少年が暴力行為に至るまでの過程、罪を犯すまでの仕組み。
インターネット、ラインなどで具体的な「やってはいけないこと」の説明。
危機的な状況に直面したときに子どもの発するさまざまなシグナルを見逃さ
ず、親はいつも心配しているというシグナルを出すこと。問題行動を起こし
たときには、家庭を見直し、子どもに対して人生の共感者になれるように寄
り添って対処すること。今回の講演では、事件を事例に、私たちがどう考え
ればいいのかを分かり易く説明して下さいました。
参加されたあるお母さんは、
「家庭のあり方が大切なのですね」としみじみ
語っていました。
図書室があふれんばかりの大盛況

スポーツの秋に

山口地区ふれあいスポーツ大会

10 月２日（日）
、山口中学校体育館で、所沢市体育協会山口支部主催の「山口地区ふれあいスポーツ大会」が
開催されました。山口地区自治連合会の協力のもと、自治会・町内会（12
チーム）、スポーツ団体（６チーム）が参加、応援者も含め約 280 名の来場
がありました。
今年度から、小さな子どもから年配の方まで、幅広い年齢層の方々が一緒
に楽しんでもらえるような種目に変更しました。「室内ペタンク」「２ポイン
トフリースロー」
「フラフープ」
「玉入れ」
「なわとび」の５種目です。また、
それに伴い「山口地区親睦ミニ運動会」から改称されています。
終了後、ある低学年の小学生が汗びっしょりになってニコニコした顔で「楽
知恵と技の「フラフープ」
しかった」と感想を述べ、早くもスポーツの秋を満喫できたようでした。

目指せ！エコタウン所沢“マチエコフェス

in 町谷自治会館”開催

所沢市では「マチごとエコタウン所沢構想」の実現を目指しており、その施策の一環として、9 月 10 日（土）
に「マチエコフェス in 町谷自治会館」
（主催：所沢市）が開催されました。
「マチエコフェス」と銘打ったイベン
トは市内初です。
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会場には、マチエコ応援隊※）によ
る展示相談コーナーをはじめ、市の取
り組みを紹介する環境施策 PR コー
ナーや子供向けの工作コーナーなど
が設けられ、来場者で賑わいました。
「マチエコフェス」は今後も開催
される予定です。
「所沢市スマートエ
ネルギー補助金」制度もあるので、
住宅のスマートハウス化を考えてい
町谷自治会や環境推進員も協力
分からないことはマチエコ応援隊に相談
る方は、訪れてはいかがでしょうか。 ※）「マチごとエコタウン所沢構想」に基づき、市と協働で既存住宅のスマートハウス化を推進す
るために結成。メーカ、市内施工業者などで構成される。詳細は市の HP などをご覧下さい。

シリーズ⑲ 行って見よう

山口の自然と歴史

もっと知ろう！
大鐘 その３ ＜梵鐘と勝楽寺仏蔵院＞

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。この世にない妙音を発する鐘の音に祈りをささげる除夜の鐘や、庶民
に時を知らせる「花の雲 鐘は上野か浅草か」芭蕉の句、のどかな下町の様子が伝わります。
鎌倉や室町時代にはこんな話があります。三年間土中に埋めておけば人が突かなくとも定時に鳴る鐘の話があっ
たそうです。鋳物師は三年間待つようにと言い渡したが、寺の別当が我慢できずに期日前に掘り出してしまう。も
ちろん鐘は鳴らなかったとか。水中や土中の発掘記録や伝承があるそうです。鐘に特別の力が備わるという思想が
あり、自然界にない神秘的な金属音を出す鐘は、土中や水中の異界とこの世
をつなぐ霊的な力があると中世の人々は考えたようです。
さて、伝説によると霊亀二年（716）高句麗からの一族が武蔵国に移住し
た時、自国より持参した鐘が現在の大鐘の地から堀出されたものか、あるい
は辰爾山（ｼﾝﾆｻﾝ）勝楽寺仏蔵院に伝わる延久三年（1071）の銘がある鐘な
のか、掘り出されたのは明確でないが、この「延久の鐘」は大変興味深いも
のです。文永三年（1266）に火災にあい、応永年間に再建後、戦火に再び
遭遇しひどく割れたが、明暦三年（1657）補修のため再鋳造された後、勝
楽寺仏蔵院の鐘楼より降ろされ、しばらくそのまま置かれていたそうです。
嘉永二年の春（1849）作者「柳瀬の川うそ」薯「山口詣で歌と発句」と
称する散策記（町田源一氏 所蔵）を拝見した折、仏蔵院勝楽寺の鐘楼「延久
の鐘」に触れた記載があり、鐘楼に吊り下げられていたとありました。年号
も延久と書かれています。直に歴史に触れた瞬間で、新たに知る喜びと驚き 柳瀬の川うそ薯「山口詣で歌と発句」
を感じました。
の表紙と延久の釣鐘部分資料
（次号につづく、大鐘が掘り出されたことや「延久の鐘」の拓本などご紹介します）

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
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

ツキイチ交流会フィーカ

主催：山口公民館

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 11 月９日（第 2 水曜日）、12 月７日、１月４日 対 象 乳児とその保護者
（原則第 1 水曜日）いずれも午前 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：11 月 12 日、19 日、26 日、12 月３日、10 日、17 日、１月７
日、14 日、21 日、28 日（原則毎月第 1 週～第 4 週の土曜日、11 月５日と 12 月
24 日はお休み）午前 10 時～12 時 大おはなし会：11 月 12 日 午後２時～
クリスマスおはなし会：12 月 10 日 午前 11 時～
場所 山口まちづくりセンター
日時 11 月 10 日、12 月８日、１月 12 日（第２木 対 象 子育て中の保護者。お子様
曜日）いずれも午前 10 時 30 分～
連れの方も OK です。（た
場所 山口まちづくりセンター
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。上記内容に加えて次の企画もあります。
11 月 10 日：
「小児医療についてのお話・相談会」
12 月８日：「Xmas プリザーブドフラワーアレンジメント」
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小学生・中学生
当日、直接お越し下さい。
無料
幼稚園から小学６年生ま
でのお子様と保護者
参加費 1,000 円（１組）
申込み 11 月 22 日（火）午前９時～ 先着 16 組 山口まちづくりセンター(℡2994-1224)
持ち物 エプロン、三角巾、持ち帰り用タッパー
日時 11 月９日、12 月 14 日（第 2 水曜日）1 月はお ・体操があるので飲み物をご持参下
休み 午前 10 時～12 時 受付は 9 時 30 分～
さい。
場所 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
内容 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）
日時 11 月９日、12 月はお休み、１月 11 日（奇数 問合せ 保健センター健康づくり
月第２水曜日）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 11 月 11 日、２5 日、12 月９日、16 日、１ 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
月 13 日、27 日（原則第 2、第４金曜日、ただ 問合せ 山口地域包括支援センター
し 12 月は第 2、第３金曜日）午後１時 50 分、
（℡2928-7525）
受付は午後１時 30 分～
参加費 無料
場所 山口まちづくりセンター
持ち物 飲み物、汗拭きタオルなど
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 11 月 16 日（水）
、12 月 16 日（金）、１月
対 象 高齢者と障害のある方
18 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 11 月 12 日、26 日（26 日は「図書館まつり」 対 象 3 歳以上（保護者の方もご
おはなし会スペシャル）、12 月 10 日、24 日、
一緒に）
１月 14 日、28 日（それぞれ土曜日）午前 10 問合せ 椿峰分館（℡2924時 30 分開始
8041）
内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など
日時 11 月 16 日（水）（「図書館まつり」親子おは 対 象 ０歳から 3 歳まで（保護
なし会スペシャル）、12 月４日（日）、１月
者の方もご一緒に）
18 日（水） 午前 11 時開始
問合せ 椿峰分館（℡2924内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
8041）
場所 いずれも所沢図書館椿峰分館
日時 11 月 26 日（土） 午前 10 時～午後１時
対 象 子どもから大人、高齢者ま
場所 山口まちづくりセンター
でどなたでも。
内容 ペットボトル輪投げ・魚つり・折り紙・けん玉・ 参加費 無料
タオル人形・紙ずもう・紙バック・フォトフレ 問合せ 母 子 愛 育 班 （ 及 川 ）（ ℡
ームに飾りつけ など
2923- 2765）
日時 11 月 20 日（日）受付は８時 30 分～
申込み 別途回覧チラシをご覧下
場所 狭山湖運動場
さい。

山口まちづくり推進協議会だより さわやか
日時 11 月 12 日、19 日、12 月３日、17 日、１月
共催：山口囲碁クラブ・山
７日、21 日(それぞれ土曜日)午前 9 時～11 時
口公民館
場所 山口まちづくりセンター
親子体験！｢自宅で簡単 日時 12 月 17 日（土）午後１時 30 分～
に作れる Xmas アレンジ 場所 山口まちづくりセンター

こども囲碁教室

ケーキ｣
主催：山口公民館

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

主催：所沢図書館椿峰分館

第２回山口三世代まつり
主催：山口地区母子愛育班
共催：山口まちづくり推進
協議会地域福祉部会
協力：所沢市保健センター

山口地区グランドゴルフ
大会 主催：所沢市体育協

対 象
申込み
参加費
対 象

会山口支部

「子ども焼きいも大会」 日時 12 月３日（土）午前 10 時～12 時
ふれあいの会 主催：所沢 場所 中氷川神社境内

・雨天の場合は、12 月４日（日）

地区更生保護女性会山口支部

第７０回所沢市山口地区 日時 1 月９日（祝・月）
成人のつどい 主催：山口 場所 カントンテーブル

象 平成８年４月２日～平成
９年４月１日に生まれた
地区成人のつどい実行委員会
方
山口郷土民俗資料館
日時 11 月 25 日（金）
講 師 広沢謙一氏
勉強会
内容 ９月勉強会「新田義貞 鎌倉攻めの道－所沢から 申込み 募集定員に達しましたの
主催：山口郷土民俗資料館
鎌倉へ」の現地研修バス旅行
で締切りました。

編

対

集

防災訓練の写真撮影は、今年もまた広報委員だけでは手がたり
ず、毛利吉成様（大鐘）
、金子保夫様（町谷）
、高杉修様（堀口）
に協力をお願いしました。ありがとうございました。

後

記

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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