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１月 9日(月・祝)、朝からの雨も上がり澄み切った空気の中、今年もドームレストラン・カントンテーブルで「成

人のつどい」が開催されました。熱気のこもった会場では来賓の方々からの祝辞を受け、新成人 259 名(対象者

292名)の代表が、これからの人生を自ら選び、切り拓き、責任を持って歩んでいきたいと決意を語ってくれまし

た。また、門出を祝うために駆けつけて下さった中学校の恩師からは温かい励ましの言葉や当時を思い出すエピソ

ードなども語られ、後半は笑顔と笑い声に溢れたつどいになりました。新成人で構成された実行委員による抽選会

も盛り上がり、終了後も仲間との久々の再会に話が尽きないようで、会場の外にはいくつもの輪ができていました。 

この後雨が上がり、晴れてきました。 着席はレディーファーストのようです。 新成人の熱意を込めたスピーチ。 

 

 

 

昨年の８月、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ゲリラ豪雨の被害が発生しました。

この時、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。私た

ちの生活の安全・安心は多くの人たちによって支えられています。平成 28年は、山口の安全・安心を支えてきた

次の方々が日頃の功労をたたえられ、各方面から表彰されました。あらためて感謝の意を表します（敬称略） 

交通安全功労者・優良運転者 

全日本交通安全協会長表彰 交通栄誉
賞（緑十字銅賞） 
交通安全功労者 市川 功（岩崎中町）    
優良運転者 池ノ谷 研司（堀之内） 

（9 月 16 日受賞） 

埼玉県警察本部長・埼玉県交通安全協会
長表彰 
優良運転者 糟谷 元一（町谷） 
優良運転者 小峯 正明（堀之内） 

（9 月 16 日受賞） 

所沢警察署長表彰 
優良運転者 阿部 一男（菩提樹） 
優良運転者 川口 則男（菩提樹） 
優良運転者 中村 勝美（川辺） 
優良運転者 村田 芳久（岩崎中町） 

（10 月２日受賞） 
所沢市長表彰 
交通安全功労者 山崎 聖子（新堀） 

（11 月６日受賞） 

埼玉県警察本部長・埼玉県交通安全協会
長表彰 
特別感謝状 奥住 誠一（岩崎中町） 

（６月 23 日受賞） 

地域安全功労者・自主防犯活動団体 

埼玉県防犯協会連合会地域安全功労賞 
森田 福治（川辺、所沢市防犯協会山口支
部 副支部長） 

所沢市防犯協会地域安全功労賞 
粕谷 秀雄（町谷） 
北田 良次（岩崎中町） 
（11 月 18 日、平成 28 年度所沢市防
災・防犯のまちづくり市民大会、所沢市
暴力排除推進市民大会にて表彰） 

埼玉県防犯のまちづくり推進会議 感謝
状 
椿峰小学校応援団「子ども見守り隊」 
(代表：古賀 健護） 
（６月３日、埼玉県防犯のまちづくり推
進会議同会議総会にて受賞） 

消防功労・協力者 

埼玉県消防協会表彰 

一等功労章 
粕谷 耕治（第七分団 副分団長） 
谷口 博昭（第七分団 団員） 

三等功労章 
井村 謙吾（第七分団 団員） 

機関技能章 
入沢 豊（第七分団 団員） 

埼玉県消防協会所沢支部表彰 

二等功労章 
東條 真一（第七分団 団員） 
（11 月 20 日、所沢市消防団特
別点検にて表彰） 
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汗だくで夏祭りの交通整理、ありがとう。 

山口地区では、夏祭りや文化祭をはじめ、毎年たくさんの行事が催され、

大勢の人たちが集まります。これらの会場で交通整理を行い、来場者の安全

を支えているのが所沢交通安全協会山口支部（以下「山口安協」）の皆さん

です。今回、金井支部長に日頃の活動内容などを伺いました。 

山口安協は、自治会・町内会から選ばれた 31名の委員で構成されており、

「交通事故に遭わない！起こさない！交通事故死者ゼロ継続！」をスロー 

ガンに、催し物会場での交通整理や、春、夏、秋、冬に全国統一の交通安全啓発活動を行っています。また、子ど

もたちの交通安全を願い、毎年、小学校の新入生に黄色いランドセルカバーを贈っています。山口地区以外でも、

警察署、市役所からの依頼を受け、所沢シティマラソン、所沢祭りなどに出動しています。平成 2７年度は、126

件の行事などに延べ 362名が出動、多忙ぶりが伺えます。 

近年、委員の高齢化と固定化が憂慮されています。自分も活動に参加したいと思われる方は、金井鋭宇支部長（川

辺）、市川功副支部長（岩崎中町）、佐藤譲副支部長（堀之内）、遠藤栄司副支部長（菩提樹）、鈴木清二副支部長（川

辺）、あるいは山口まちづくりセンターまでご連絡下さい。 

 

 

 

12 月 3 日（土）、街路樹の落葉が

歩道や車道に舞い散る中、更生保護女

性会山口支部の皆さん主催の「子ども

焼いも大会」ふれあいの会が今年も中

氷川神社で開催されました。晴天で絶

好の焼いも日和となり、秋の味覚を

493名の参加者が楽しみました。 

山口中、上山口中のボランティア活

動としても定着しているこの会は子

どもたちと地域の方々とのコミュニ 
苗から育てたさつま芋を大人たちが燃
え上がる焚き火の中で焼きます。 

芋苗の植付けから収穫まで、大勢の地
域の人たちのお世話になっています。 

ケーションの場でもあります。初めにさつま芋を新聞紙でくるみ、次に水で濡らしてからアルミホイルに包む作業

を地域の方が中学生に教え、それを中学生が低年齢の子どもたちに教えます。中氷川神社と氏子の方々、芋を植え

収穫した方々、学校関係者などに支えられたこの行事は、地域一体となっての子育てに繋がっていると思いました。 

 

 

 

12 月 11日（日）冬晴れの中、荒幡富士の清掃が行われました。保存会、

町内会など地域の方々と山口中の生徒たちが協力して浅間神社の境内や富

士塚の落ち葉を掃き集め、ゴミを拾って片付けました。 

ボランティアで集まった中学生が力仕事や急な斜面の作業などに自ら進

んで取り組んでいる姿を見て、地域清掃への子どもたちの参加は人や物を大

切にする心を育てることに繋がると思いました。また、地域の方から「これ

でまた、気持ちの良い初詣ができるよ」と声をかけていただいた子どもたち

の笑顔を見て、心が温かくなりました。これからも人々の暮らしを見守り続

けている荒幡富士を大切にする気持ちを忘れないでほしいですね。 こんなに大勢で頑張りました。 

 

 

 

箱をポンと叩くと中から真ん丸の煙の輪
が飛び出しました。手品のようです。 

11 月 30日（水）、山口中体育館において平成 28年度 PTA 事業「防災

エンスショー（防災＋サイエンス）」（主催：山口中学校 PTA、後援：山口

中学校愛校会）が開催されました。講師は、石巻市生まれで、防災士、「fm

いずみ」アナウンサーの阿部清人氏。東日本大震災の避難所で活躍した中学

生の紹介や、山口中生徒も参加した科学実験が行われました。実験は講師の

震災体験に基づいたものですが、理屈抜きで楽しい内容でした。生徒たちは、

「共助」の重要性や、科学の力で防災・減災ができることを学びました。 

～地域で子育て～ 「子ども焼いも大会」ふれあいの会 

平成28年度山口中学校PTA事業 防災エンスショー 

～山口中生徒の地域ボランティア～ 荒幡富士 新年に向けての大掃除 

山口の安全・安心を支える 交通安全協会山口支部 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

 

 

12 月 18日（日）、山口小体育館において、「平成 28年度所沢市体育協

会山口支部剣道大会」が開催されました。 

山口支部長の粕谷宏氏の開会あいさつで試合が始まり、山口地区で活動す

る剣士たち 72名（未就学児２名、小学生 15名、中学生 44名、高校生・

一般 11名）が熱戦を繰り広げました。この剣道大会は初心者から高段者、

未就学児から成人まで一度に試合が行われる珍しい大会です。 

最後に佐藤英知（教士７段）審判長が「今日の参加者から、県、全国を目

指す選手が出てくれれば嬉しい」と締めくくり、大会は終了しました。 世代を超えた剣士たちの凛々しい姿。 

 

 

 

新春のつどいは貴重な情報交換の場です。 

１月９日（月・祝）午後、ドームレストラン・カントンテーブルにおいて、

「山口地区新春のつどい」（主催：山口まちづくり推進協議会、山口地区新

春のつどい実行委員会）が開催されました。藤本市長をはじめとした来賓の

方々、自治会・町内会、諸団体、山口まちづくり推進協議会からの出席者、

144名が一堂に会しました。藤本市長から山口への期待を込めた挨拶を戴

くとともに、皆で平成 29年が実り多き年になるよう祈念をしました。 

 

 

 

 

『千手観世音菩薩 山口観音 金乗院』  開創千二百年の時を越え 深い歴史のもと、三十三年に一度の戸張が開

かれる平成の御開帳法要が本年の春に行われます。（どなたも拝観することができます） 

この地は皆さんよくご存じの親しみ深い「山口観音」があることから『山

内』（さんない）と云います。正式なお寺の名前は吾庵山金乗院放光寺（ご

あんざんこんじょういんほうこうじ）と云い、御本尊は千手観音菩薩で行基

大士が東国経行の際に造像されました。その後、弘仁年間（810～824）

弘法大師の開基と伝えられ、手がたくさんある千手観音を祀っています。た

くさんある手は人々をもらさずに救おうとする観音の慈悲と力の広大さを

意味します。寺の秘仏として普段は見ることはできませんが、本年は 33年

に一度だけの御開帳でお顔を拝することができる年に当たります。 

そこで、本年の法要に関して金乗院山口観音 田中政樹住職をお訪ねして

お話を伺ってきましたのでご紹介します。 
本堂（正面）宝暦 12年造営（1762） 

法要期間：平成 29年 4月 29 日（土）～5月 1日（月） 場所：本堂 

第 1日目 4月 29日（土）10：00～11：00 「開帳法要」 法要後 16：00 まで 
本尊厨子の扉を開く法要、稚児練り行列、護摩付大般若法要など 

第 2日目 4月 30日（日）9：00～16：00 「中日法要」 9：00～法要 
第 3日目 5月 1日（月）9：00～16：00 「閉帳法要」 15：00～法要 

当山の御開帳とは、御本尊千手観音様は今より 1200 年ほど前に刻まれ、爾来（ｼﾞﾗｲ）宮殿の奥深く祀られ、

33 年に一度糟谷一統によって御簾が替えられ厨子の扉を開き秘仏にお参りしている。（千手観音改修の折、糟谷

家が関わり、ならわしになったもの寺伝による）。 

「普段はお顔を拝することができませんので、是非この機会に御本尊様とご縁を結び、ご参拝頂ければ」とのこと

です。 

次回は山口観音の歴史や文化資料など見どころを、ご紹介予定です（お楽しみに！） 

 

 

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 

３月１日、４月５日、５月 10 日（３日は祝日） 

（原則第 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 

シリーズ㉑ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知うろ！ 
山内（さんない）・新堀（にいぼり）その 1 

剣士７２名が剣道を通じて交流 山口地区剣道大会 

平成 29 年 山口地区新春のつどい  
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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：３月４日、11 日、18 日、25 日、４月１日、８日、15 日、22 日、

５月６日、13 日、20 日、27 日（原則毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時

～12 時 

おはなし会：３月４日、４月１日、５月６日 午前 11 時～ 

山口まちづくりセンター 

ツキイチ交流会フィーカ 

 

 

 

主催：山口公民館 

日時 

場所 

内容 

３月９日(原則第２木曜日) 午前 10 時 30 分～  

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。 

対 象 

 

子育て中の保護者。お子様

連れの方も OK です。（た

だし保育はありません） 

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 

３月４日、18 日、４月１日、15 日、５月６日、

20 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 

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 

３月８日、４月 12 日、５月 10 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 

３月８日、４月はお休み、５月 10 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 

３月 10 日、24 日、４月 14 日、28 日、５月

12 日、26 日（原則第 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 

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 

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。 

地域交流会ぬくもり広場 

 

 

主催：山口公民館 

日時 

 

場所 

内容 

３月 15 日（水）、４月 21 日（金）、５月 17

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 

場所 

３月 11 日、25 日、４月８日、22 日、５月

13 日、27 日（土曜日）午前 10 時 30 分開始 

 

所沢図書館椿峰分館 

対 象 

 

問合せ 

４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 

場所 

３月 15 日（水）、４月２日（日）、５月 17

日（水）午前 11 時開始 

てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせなど 

所沢図書館椿峰分館 

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） 

山口地区安全・安心推進
大会  

主催：山口まちづくり推進 

日時 

場所 

内容 

3 月 11 日（土）午前 10 時～12 時予定 

山口まちづくりセンター ホール 

防犯～空き巣を防ぐ環境づくり（講演と実演） 

・詳細は別途回覧をご覧下さい。 

・駐車台数に限りがあるので、自転

車、徒歩でのご来場にご協力をお

願いします。 協議会、山口地区安全・安心推進大会実行委員会 共催：山口地区自治連合会、防

犯協会山口支部、山口交番連絡協議会 協力：山口地区民生委員・児童委員協議会 

山口民俗資料館 勉強会 
主催：山口民俗資料館 

共催：山口まちづくり推進

協議会広報委員会 

日時 

場所 

内容 

4 月 15 日（土）午後１時～３時 

山口民俗資料館 

さわやか掲載中の「山口の自然と歴史」こぼれ話 

道案内人は神藤年三氏（筆者） 

・4 月から開館日が一部変更となり 

第 3 土曜日は開館します。（詳細

は別途ご案内） 

・予約、申込みは不要です。 

 

編 集 後 記 

成人のつどいで、ある実行委員から、知り合いの新成人（女性）の写真を撮

って欲しいと頼まれました。彼女たちが中学生のとき、ボランティア活動に

参加してもらったそうです。立派に育った新成人と 3 回以上成人式を迎えた

おじさんの何気ない会話に世代を超えた絆を感じ、微笑ましく思いました。 

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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