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山口地区文化祭 －どこの会場も大賑わい－ 

華やかな衣装で成果発表 

11 月２日（土）と３日（日）、山

口まちづくりセンターで恒例の山口

地区文化祭（主催：山口地区文化祭実

行委員会）が開催されました。 

山口地区には、こんなにたくさんの

サークルや団体があるのですね。出展

者・演技者も来場者も、皆さん身近な

人ばかり、話も弾み、とても楽しそう

でした。 早く食べたい つきたての餅 

皆さんの善意で賑わう福祉バザー どれも力作ばかり 駐車場案内 お疲れ様でした 

 

所沢市消防団特別点検 －１０年ぶりに山口地区で開催－ 
11 月 17日（日）、上山口中において所沢市消防団特別点検（主催：所沢市、所沢市消防団）が実施されまし

た。所沢市には 10 の分団があり、各分団はそれぞれ日頃の訓練成果を披露しました。山口地区の第七分団は、 

分列行進と機械器具点検の２部門で優秀分

団に選ばれました。 

また、特別点検の合間に、岩崎獅子舞保

存会による岩崎簓（ささら）獅子舞が披露

されました。最後に、消防団活動に対する

功労者の表彰式があり、山口地区からは次

の方々が表彰されました。 

【埼玉県消防協会表彰】 堂々とした第七分団の分列行進 秋晴れの空に向けて一斉放水 

家族顕彰：大川和孝（所沢市消防団第七分団） 

防災団体（自衛消防機関）表彰：西武ドーム地域自衛消防隊 

（㈱西武ライオンズ管理部長 三宅智己） 

消防功労章（団体）：山口地区防災会連合会（本橋源一） 

消防功労章（個人）：黒田訓光（所沢市消防団第七分団管轄） 

【埼玉県消防協会所沢支部表彰】 

特別功労章：濱松信勝（所沢市消防団第七分団 副分団長） 

優良分団表彰：本橋由和（所沢市消防団第七分団 分団長） 分団のポンプ車 10台が分列行進 
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山口まちづくり推進協議会だより 

この秋、山口ではたくさんの催し物がありました 

所沢市消防団特別点検 －１０年ぶりに山口地区で開催－ 

山口地区文化祭 －どこの会場も大賑わい－ 



平成 25年 12月 25日発行 山口まちづくり推進協議会だより さわやか 第３号 

 

スポーツの秋 ミニ運動会 祝 上山口中 創立 30 周年 
10 月 27 日（日）、山口中体育館で山口地区親睦ミ

ニ運動会（主催：所沢市体育協会山口支部）が開催され

ました。当日は、順延された泉小、椿峰小の運動会が行

われており、大幅に参加者が減ったのにもかかわらず、

150 名の子どもや大人が参加しました。 

11 月２日（土）に上山口中の創立 30 周年記念式

典が挙行されました。式典には、市長をはじめ多くの

来賓を迎え、在校生徒・教職員・保護者とともに 30

周年を祝いました。 

永井博彦校長は「これを機に、『地域立の学校』と

いう理念を掲げ、家庭、地域、学校が一体となった教

育を推進して参ります。」と挨拶。式典二部では元生

徒会長の話やスライドで地域、学校の歴史を振り返り

ました。 

式典に先立ち、１０

月 20 日（日）に 20

周年に埋めたタイムカ

プセルを卒業生が掘り

出し、10 月２９日

（火）には在校生が

10 年後の自分に向け

て書いた手紙をタイム

カプセルに収めました。  １０年後が楽しみです 

玉入れ、スリッパ飛ばし、む

かで競争、大縄跳びなど、幅広

い年齢層で楽しめる種目で爽

やかな汗をかき、楽しく半日を

過ごしました。 

今年の総合一位は山口ニュ

ースターズ・スタッフチームで

した。 

最後に、久保田茂男支部長が

「ゆくゆくは、この大会の名前

からミニが取れ、グランドで実

施できれば。」と抱負を述べ、

大会は終了しました。 一つでも多く 

 

 

やきいも大会 

関口勝子さん（中央白帽子）を囲んで 

１１月 23 日（土）、好天に恵まれ午前 10時から中氷川神社境内において、

更生保護女性会山口支部主催の『子ども焼きいも大会』ふれあいの会が開催さ

れました。参加者は 569名、いもの量は 400ｋｇ。焼きいも大会を通じた青

少年の健全な育成と、小さい時からのかかわりあい、想い出づくり、地域との

交流を目的に、中氷川神社の協力のもと、平成 2年度より実施されて来ました。 

菩提樹の関口勝子さんの畑で苗植え、育成、収穫など、育てることを学びな

がらこの日を迎えました。山口中・上山口中の中学生はリーダー役として参加、

地元山口小の江田校長、諸先生、PTA、育成会、来賓として藤本市長、各議員 

の方々も参加、地

域の皆様に支え

られながら盛大

に開催され、皆で

『焼きいも』を美

味しく食べまし

た。 

皆で美味しく食べました 大きく育ってくれたね 収穫しました 

柳瀬川 秋の大規模清掃 －鮎が住めるくらいきれいになりました－ 
10 月 13日（日）、「柳瀬川 秋の大規模清掃」（主催：柳瀬川の最上流をきれいにする会、協力：埼玉県川越

県土整備事務所）が実施され、会員をはじめ、100 名を超える上山口中の生徒、来賓など、185名が参加しま 

した。上山口中では、生徒会が主体的に動き、

参加者を募ったそうです。 

会員は草むしりと清掃を行い、中学生は川

の中を歩いてヘドロを流したり、生物調査を

行いました。 

清掃終了後は、川辺公民館広場で焼きそば

や上山口中の農園で採れたジャガイモなど

が振舞われ、盛大な交流会が催されました。 高橋付近で草むしりと清掃 歩きながらゴミも拾いました 

柳瀬川 秋の大規模清掃 －鮎が棲めるくらいきれいになりました－ 

スポーツの秋 ミニ運動会 祝 上山口中 創立30周年 

子ども焼きいも大会 
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前号にひき続き山口民俗資料館の紹介です。今回の訪問取材は全国的に

有名になった「所沢飛白（かすり）」の再現指導にあたられている、宮本

八重子先生に実演を見せて頂きました。紺地に白く抜かれた模様が特徴で

とても繊細で美しいものです。中国の書体の一つで「飛白体」に似ている

ことから商標に使ったそうです。「なるほど納得です。」 

山口地区で織物が盛んだった頃は、あちこちから「トンカラリン」と響

きのいい音が聞こえ、織物の生産で暮らしを支えていたそうです。各地域

で織られた「所沢飛白」は、八王子方面や多量需要の江戸方面へ流通され、

丈夫で柔らかく着心地がよいことで広まっていったそうです。 

さて話は変わりますが、その昔、山口地区には鎌倉街道の主要幹道の一 

会話と手先は休みなく宮本八重子先生

（中央） 

つである上道（かみつみち）が通っていました。民俗資料館の木村さんに

お話を伺い、行って見ました。図書館（椿峰分館）で資料を見たり伺いな

がら歩きましたが、なかなか道が特定できませんでした。しかし、懐かし

さを感じることができました。ぜひ再チャレンジしたいと思います。何方

か詳しい方ご指導ください。皆様も民俗資料館でお話を聞いたり、自分の

地域の歴史を感じて歩いてみましょう。 

訂正とお詫び 第 2 号の記事の一部において、「民俗資料館」を「民族資料

館」と誤記してしまいました。訂正するとともにお詫び致します。 「飛白織」の皆さんと民俗資料館スタッフ 

＝ 石井館長より、「お気軽にお訪ねください。私達がお待ちしています」＝ 

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） 

 

 

 

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 

1 月 8 日（水）、２月５日（水）、３月５

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： 1 月 11 日、18 日、25 日、2 月 1 日、８日、15 日、22 日、 

３月１日、15 日、22 日（いずれも土曜日）午前 10 時～12 時 

親子おはなし会：２月１日、３月１日（土）午前 11 時～ 

子ども囲碁教室 

共催：山口囲碁クラブ・山

口公民館 

日時 

 

1 月 4 日、1 月 18 日、2 月 1 日、15

日、3 月 1 日、15 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 

乳幼児健康相談 

 

相談日程及び開催場所が変更となりました。 

変更前：2 月 27 日山口まちづくりセンター 

⇒変更後：2 月 3 日（月）小手指公民館分館 

問合せ 

 

保健センター健康づくり支援課

（℡2991-1813） 

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 

２月 12 日（水）「認知症について」、３

月 12 日（水）「楽しく身体を動かそう」

午前 10時～12時 受付 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 

３月 12 日（水） 

午後１時 30 分～3 時 30 分 

山口まちづくりセンター 

・２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 

シリーズ② 行って見よう  山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

 
山口地区の催し物情報・参加者募集 
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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 

1 月 10 日、24 日、２月 14 日、28

日、３月 14 日、28 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。 

地域交流会ぬくもり広場 

 

 

主催：山口公民館 

日時 

 

場所 

内容 

1 月 15 日（水）、２月 21 日（金）、３

月 19 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） 

山口ふれあいの会茶話会 

 

 

共催：山口ふれあいの会・

山口公民館 

日時 

 

場所 

 

 

３月 13 日（木）午後１時～３時 

受付は 12 時 30 分～ 

ユネスコホームランド自治会館、老人憩

の家さくら荘（どちらか近くの会場へご

参加下さい。 

対 象 

申込み 

参加費 

70 歳以上の方 

当日、直接会場へお越し下さい。 

100 円（当日いただきます） 

内容 お茶を飲みながら、おしゃべり、懐かし

い歌などを楽しみましょう♪ 

  

定例おはなし会 

 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

場所 

内容 

２月８日、22日、３月８日、22日 （い

ずれも土曜日）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 

定例親子おはなし会 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

場所 

内容 

３月 19 日（水）午前 11 時開始 

所沢図書館椿峰分館 

てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ 

対 象 

 

申込み 

問合せ 

０歳から 3 歳まで 保護者の方

もごいっしょに。 

椿峰分館（℡2924- 8041） 

同上 

平成２５年度 所沢市介

護予防講演会 

 

共催：所沢市高齢者支援

課・山口地域包括支援セン

ター 

日時 

 

場所 

内容 

講師 

2 月 13 日（木）午後 2 時～3 時 30 分、

受付は午後 1 時 30 分～ 

椿峰コミュニティ会館別館ホール 

高血圧について ～怖さと予防～ 

西山明宗 先生（（医）好仁会 西山内科

医院 院長） 

申込み 

 

 

問合せ 

参加費 

定員 100 名。2 月 7 日（金）

までに山口地域包括支援センター

へ。（℡2928-7525） 

同上 

無料 

所沢市消防団出初式 

主催：所沢市・所沢市消防

団 

日時 

場所 

内容 

１月７日（火）、午前 10 時～12 時 

所沢航空記念公園 

第１部：式典の部、第２部：訓練の部 

天候不良の場合、訓練の部は中止、午前

10 時から航空発祥記念館研修室におい

て式典の部を開催します。 

第 67 回所沢市山口地区

成人のつどい 

主催：所沢市・所沢市教育

委員会 主管：第 67 回所

沢市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） 

ドームレストラン「カントンテーブル」 

対 象 

 

平成5年4月2日～平成6年4

月 1 日に生まれた方 

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  

主管：山口地区安全・安心

推進大会実行委員会 

日時 

 

場所 

内容 

３月８日（土）午前 10 時～正午 

受付は９時 30 分～ 

山口公民館ホール 

開会式、振り込め詐欺について（お話・

寸劇） 

・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。 

 

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 

10 月から 11 月にかけて、山口地区では、いろいろな

催し物が開催されました。開催者にとって、当日はもち

ろん、準備もさぞかしたいへんだったと思います。 

「さわやか」では、スペースの都合もあり、一部しか

紹介できなかったのが残念ですが、これからも、できる 

限りたくさんの催し物を取材し、山口の皆さんに知ってい

ただくよう努めていきたいと思います。 

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） 
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