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8 月 31 日（土）、市内一斉に自主防災活動訓練が行われました。山口地区では、上山口中、泉小、山口小、椿

峰小の４つの指定避難場所が会場となり、昨年度より約２千人増の 6,566 名（会場参加者 959 名、安否確認な

どの在宅参加者 5,607 名）が参加しました。（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）山口中は今年度も訓練会場として使えませんでしたが、自治会・町内会

ごとに住民の安否確認訓練を行い、一部では給食・給水訓練も行いました。 

今年度は、安否確認訓練の充実に加え、新たに避難所運営訓練を取り入れ、

さらに現実に即した内容になりました。避難所運営訓練は、避難者の混乱を

防ぎ、自主的に円滑な避難所の運営をするための訓練で、各自治会・町内会

からの選出により避難所運営委員会名簿（訓練用）を作成しました。 

各地で大規模災害をもたらした台風 15 号と 19 号が通過した際には、山

口地区でも避難所が設置され、実際に避難した方も少なくありませんでし

た。幸いにも山口地区では大規模な被害には至りませんでしたが、自然災害

はいつどこで起きるかわからず、日頃の備えと訓練の積み重ねが大切です。 
民生委員は要配慮者に対して安否確認
訓練を行いました。 

避難誘導訓練：自治会・町内会ごとに集
まり、訓練会場まで徒歩で避難しました。 

避難者名簿作成訓練：各会場で自治会・
町内会ごとに避難者名簿を作成しました。 

初期消火訓練：訓練用の水消火器を使
って消火のポイントを習得しました。 

訓練中の軽微な怪我などに備えて山口
日本赤十字奉仕団が待機しました。 

防災備蓄倉庫見学：中に何が備蓄されて
いるかを確認しました。 

給水訓練：今年度は山口小に所沢市水
道部の給水車が出動しました。 

避難所設営訓練：組立式トイレの設置訓
練を行いました。 

給食訓練：アルファ米を使った炊き出し
やペットボトルのお茶を配布しました。 

山口中が訓練会場として使えないため自
治会・町内会ごとに訓練を行いました。 
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回 覧  

６,５６６名が参加して山口地区自主防災活動訓練 
今年度は新たに避難所運営訓練が加わり、訓練の内容がさらに充実しました 
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９月８日（日）、山口まちづくりセンターで令和元年度山口地区敬老会が開催されました。（主催：所沢市・山口

まちづくり推進協議会・山口地区敬老会実行委員会 共催：山口地区自治連合会）「今年も楽しみにしていました」

と朝早くから足を運んでくれました。参加者 142 名、最高年齢は男性 90歳の方２名、女性は 94 歳です。山口

地区の民生委員や PTA をはじめとする各団体関係者の皆さんと心を一つにして準備をしました。 

泉小・山口小・椿峰小児童の作文発表ではおじいちゃん、おばあちゃんへの気持ちを伝え、催し物では元気な演

技で会場を盛り上げてくれました。最後は恒例の「山口寄席」で楽しく、笑いの中で過ごしていただきました。 

各界の来賓を迎えた第一部。 はつらつとした小学生のダンス。 実行委員が記念品を渡してお見送り。 

 

 

 

 ９月 22日（日）、山口まちづくり推進協議会・山口地区自治連合会主催で、「山口地区 ふれあいスポーツ大会」

が開催されました。今回は山口小の校庭で行われ、「ふれあいスポーツ大会」に改称されて以来、初めて室外で行

われた記念すべき大会です。 

天気予報では台風 17 号の影響が心配されましたが、当日は朝から爽やかな秋晴れ、大会にはもってこいの天気

の下で競技が行われました。「ボール送り競争」、「ラブフラゲーム」、「一発的中」、「玉入れ」、「綱引き」など、チ

ーム対抗で行われた競技とともに自由参加で「なわとび」と「速球測定」が行われました。チーム内の絆はもちろ

ん、他自治会・町内会の方たちとの交流も深め、有意義な半日を過ごすことができました。 

ホールポストめざして渾身の一打です。 紅白の玉が青空に映えました。 歳を忘れて力いっぱい引っ張りました。 

 

 

 

９月 29 日（日）、山口まちづくりセンターで秋季「もったいない市」（再使用可能な古着・古布・食器の回収事

業 主催：所沢市 協力：山口地区環境推進員協議会）が開催されました。延べ 250 人の市民が搬入、古着・古

布については約 0.4 トンが再使用品として持ち帰られました。 

山口地区環境推進員協議会では、海洋汚染の原因となるプラスチックごみの削減に取り組んでおり、今年度の春季

「もったいない市」から活動に参加した推進員へのペットボトル飲料の配布を止めてマイボトル持参に変えるとと 

もに、会場には冷たい麦茶を入れた

ウォータージャグを用意しました。 

まだ使える衣料や陶磁器をごみと

して処分するのは忍びないという方

はぜひ「もったいない市」にお持ち

下さい。決してごみにはなりません。 

来年度も春と秋の２回開催予定で

す。日程は所沢市からの情報などを

ご覧下さい。 延べ７０名の環境推進員が活動に参加。 陶磁器の中には掘り出し物があるかも。 

秋季「もったいない市」 約０.４トンの衣料が再使用品として持ち帰り 

秋晴れの下、山口地区ふれあいスポーツ大会 

祝 支え合って心一つに 山口地区敬老会 
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今回は発掘中の写真や出土品の資料より一部を紹介します。 

「発掘現場の状況」  ＜堀や井戸・竪穴建造物穴・住居跡＞  

 

「出土品」の保管（所沢市立埋蔵文化財調査センター） 

青石の墓碑 

長享２年（1488）と刻
まれている。 

  

 

臓骨器（火葬した遺骨を納める常滑焼の壷） めずらしい木塔婆など 

山口城跡から発掘された貴重な文化財は埋蔵文化財調査センターに保管されています。 

（問合せ Tel：04-2947-0012）                （寄稿 神藤年三氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・山口まちづくりセンター  

日時 

 

場所 

内容 

11 月６日、12 月４日、１月８日（第１水曜日）

午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター（和室） 

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・山口まちづくりセ

ンター 

日時 

 

 

 

場所 

本の貸し出し：11 月９日、16 日、30 日、12 月７日、14 日、12 日、１月 11 日、

18 日、25 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 

おはなし会：令和 2 年１月はお休み  大おはなし会：11 月９日午前 11 時～ 

クリスマスおはなし会：12 月７日午前 11 時～ 

山口まちづくりセンター（学習室３号） 

こども囲碁教室 

共催：山口囲碁クラブ・山

口まちづくりセンター 

日時 

 

場所 

11 月９日、16 日、12 月７日、28 日、１月 

４日、18 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（和室） 

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 

シリーズ㊲ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 
山口城跡（やまぐちじょうあと）その５ 

 

山口地区の催し物情報・参加者募集 

山口地区環境推進員協議会からのお知らせ 

11 月 10 日（日）は秋の「環境美化の日」です。市内全域で一斉美化清掃が行われますので、ぜひご参

加下さい。詳しくは回覧などをご覧下さい。 

道端に捨てられたペットボトルなどはプラスチックごみとなり、海洋汚染の原因になっています。所沢

市ではプラスチックごみによる海洋汚染防止に取り組んでいます。 
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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・山口まちづく

りセンター 

日時 

 

場所 

内容 

11 月 13 日、12 月 11 日（第２水曜日）、１月

はお休み、午前 10 時～ 受付：9 時 30 分～ 

山口まちづくりセンター（学習室２号） 

ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など 

問合せ 

 

持ち物 

 

保健センター健康づくり支

援課（℡2991-1813） 

体操があるので飲み物をご

持参下さい。 

山口とこしゃんくらぶ 
 
 
共催：山口地域包括支援セ

ンター・山口まちづくりセ

ンター 

日時 

 

 

場所 

内容 

11 月 15 日、29 日、12 月 13 日、20 日（※

第３）、１月 10 日、24 日（第 2・4 金曜日） 

午後１時 50 分～、受付：午後１時 30 分～ 

山口まちづくりセンター（ホール） 

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：山口まちづくりセン

ター 

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（学習室２号） 

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） 

第６１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（館全体） 

 

詳細は別途回覧される案内やポスタ

ーをご覧下さい。 

「子ども焼きいも大会」
ふれあいの会 

日時 

場所 
12 月７日（土）午前 10 時～12 時 

中氷川神社境内 

  

主催：所沢地区更生保護女性会山口支部   

第５回三世代まつり 
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 協力：所沢市保健

センター 

日時 

場所 

内容 

12 月 14 日（土）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター（ホール） 

楽しんで作るビーズ細工、折り紙、新聞紙で作

るバック、バルンアートなど 

対 象 

申込み 

参加費 

問合せ 

制限なし 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

山口母子愛育班（及川） 

（℡2923-2765） 

令和元年度所沢市消防
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 

所沢航空記念公園内（航空発祥記念館南側） 

第１部式典、第２部訓練の部 

  

第７３回所沢市山口地
区成人のつどい 

日時 

場所 

１月１３日（祝・月） 

山口まちづくりセンター（ホール） 

対 象 

 

平成 11 年４月２日～平成

12年４月１日に生まれた方 

主催：所沢市、所沢市教育委員会、第 73 回山口地区成人のつどい実行委員会   

ミューズ共催事業 
細川千尋 plays EVANS & 
RAVEL Jazz × Classic 
2020 
共催：公益財団法人所沢市 

日時 

 

場所 

出演

者 

１月 26 日（日）開場 13：30 開演 14：00

（休憩なし 80 分） 

山口まちづくりセンター（ホール） 

細川千尋（ピアノ）、井上陽介（ベース） 

セバスティアン・カプテイン（ドラムス） 

入場料 2,000 円 

山口まちづくりセンター窓

口にてチケット販売中 

 
 

文化振興事業団（℡2998－6500）・山口まちづくりセンター 

山口サークル募集月間 
共催：山口公民館利用サー

クル連絡協議会・山口まち

づくりセンター 協力：山口

公民館利用サークル各団体 

日時 

 

場所 

内容 

２月１日（土）～29 日（土）午前９時～午後９

時 30 分 

山口まちづくりセンター（館全体） 

山口に登録しているサークルの活動を「見て」

「触れて」体験しよう！ 

予約なしで見学できます。お気軽に

起こし下さい！ 

当日の入会も大歓迎です♪ 

 

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 

11 月９日、23 日、12 月 14 日、28 日、１

月 11 日、25 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  

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 

11 月 20 日（水）、12 月１日（日）、１月

15 日（水）午前 11 時開始 

てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ 

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） 

 

編 集 後 記 

 

連日放映される台風 19 号による河川氾濫の映像、人智をはるかに超

えた自然の力の恐ろしさを実感します。被災した人たちが語る言葉は

それぞれ真実であり、その中には参考とすべき多くの教訓が含まれて

います。防災訓練は単に参加するだけでなく、自分に降りかかるかも

知れない不測の災害を想定し、自分や家族を守るための備えを自ら考

える機会にすることが重要と思いました。 

広報委員：新居亨一（地域環

境部会）、渡辺栄一（地域振興

部会）、前田克夫（地域福祉部

会）、杉浦佳子（青少年育成部

会）、遠藤健志（学習文化部

会）、本橋由和（地域安全部会） 
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