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祝 第 67 回 所沢市山口地区成人のつどい
― 260 名が出席、新たな門出を祝いました ―
１月 13 日（月・祝）
、ドームレストラン・カントンテーブルで「成
人のつどい」
（主催：所沢市教育委員会、主管：山口地区成人のつど
い実行委員会）が開催されました。
本年度、山口地区で晴れて新成人を迎えた 276 名のうち 260 名
（出席率 94. 2％）が、晴れ着、スーツ姿で社会人としての自覚も新
たに出席しました。式典につづき「つどい」が行われ、恩師や久しぶ
りの仲間との出会いに喜び、賑やかに楽しく語り合っていました。
21 世紀の担い手としての活躍を期待します。

爽やかな新成人代表のことば

大勢の来賓をお迎えしました

「はいチーズ」、あちらこちらで昔の仲間と記念撮影

「皆、立派な大人になったね」、お世話になった恩師もうれしそう

所沢市体育協会山口支部剣道大会

－小学生から成人まで 52 名が参加－

12 月１日（日）山口小学校体育館において、「平成 25 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。（主催：所沢市体育協会山
口支部〔学習文化部会〕）
この剣道大会は小学生から成人までの試合が同時に行われる、珍しい大
会です。また、小さな地域の大会にも関わらず豪華な商品が提供される大
会でもあります。
小学生の部は山口剣友会から 18 名、中学生の部は山口、上山口の両中
学校剣道部員男子 13 名、女子 12 名、高校生以上一般の部はかつて山口
地区で稽古をしていた人たちを含めて９名の参加で、熱戦が繰り広げら
れ、剣道を通じて交流を深めました。

熱戦が繰り広げられました
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－氷川・北打越・南打越・堀之内の４町内会合同－

山口地区には消防団（所沢市消防団第七分団）以外にも第 1 区から第４区に分かれた４つの自衛消防組織があ
るのをご存知ですか。氷川、北打越、南打越、堀之内の４町内会で結成された山口２区連合自衛消防では、火災
予防意識の向上をねらいとして、毎年出初式を実施しています。今年は、所沢中央消防署山口分署や第七分団の
方々を迎え、各町内会役員や近隣の住民などが参加して、1 月 26 日（日）に実施されました。
火災時の初期消火訓練として、移動式のポンプを使用した放水訓練を行いました。
「ホースを持った感触は、や
ってみなければ分からない。」
、
「今後の防災活動に活かしたい。」と、放水訓練体験者の談です。

４０名以上の方々が参加

私たちも参加しました

山口地区新春のつどい

レトロなポンプでも見事な放水

－山口地区諸団体の役員などが参加－

１月 11 日（土）掬水亭において、
「山口地区新春のつどい」
（主催：山口まちづくり推進協議会、主管：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、日頃お世話になっている官公庁・団体、
議員、地元企業・法人の方々17 名を来賓
として迎え、山口まちづくり推進協議会の
諸団体役員など、154 名が出席しました。
限られた時間でしたが、山口地区の１年
間を振り返るとともに、今後も皆で協力
し、自然に恵まれた山口をさらに安全・安
心で住み良いまちにしていくことを誓い
ました。
和やかに話が弾みました
山口への期待を語る藤本市長

シリーズ③ 行って見よう

山口の自然と歴史

もっと知ろう！

興味深い山口地区の『地名由来』について
狭山丘陵の谷戸に広がる山口地区には興味深い地名が残っています。その由来はどうなっているのでしょう
か？ 結構手ごわい課題ですが、皆様にお伝えすることが出来るか、挑戦してみました。
中世以来の村落は、狭山丘陵の谷間や、柳瀬川などの
小河川が台地を削って低い崖を形成しているあたりに散
在し、いくつか集まって「郷」といわれていたそうです。
徳川氏の関東入国により家臣たちに知行が与えられ、
「郷」が分割され、近世村落「村」の原型が成立し、年
貢や夫役を提出する単位「村切り」により村の範囲が確
定されました。
天正 19 年
（1591 年）
～延宝 6 年
（1678
年）の約 87 年間にわたり山口の各村々では検地が繰り
旧山口地図
返されました。
参考：所沢市教育委員会（平成 19 年）『ところざわ歴史物語』
徳川幕府が編さんした「新編武蔵風土記稿」には、安
松郷（坂ノ下・城・本郷・安松・所沢）を含む大きな地域と久米郷・山口郷・宮寺郷などが記されており、現在
でも「武州入間郡山口郷菩提木村」など、
「道しるべ」に刻まれたものを確認することが出来ます。
（次号へつづく）
次号では、菩提樹や岩崎など、江戸時代前期の各村々の名称についてご紹介します。
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山口まちづくり推進協議会の役員を紹介します
「さわやか」第 2 号では、山口まちづくり推進協議会の全体構成を紹介しました。今回は役員について紹介し
ます。役員に関する事項は、
「山口まちづくり推進協議会運営規約」第 6 条～8 条において規定されています。役
員の構成、職務及び現在の役員氏名は次のとおりです。役員は、登録団体の代表者の互選により全体会議におい
て選任されます。任期は 1 年間ですが、再任は妨げません。
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1人
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会務を総理し、協議会を代表する。
会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠け
たときはその職務を代理する。
協議会の円滑な運営に必要な総務事務及び会計
事務に従事する。

現役員
本橋 源一
森田
仁
青木 照子

協議会の会計及び会務全般を監査する。

岡部

満男

青木
関口

孝一
幸男

山口地区環境推進員協議会〔地域環境部会〕からのお知らせ：４月から山口地区の一部でごみの収集日が
変わります。詳しくは３月に配布される「家庭の資源とごみの分け方・出し方」（26 年度版）をご覧下さい。
所沢警察署からのお知らせ：埼玉県警では、振り込め詐欺撲滅を目指して、
「迷惑電話チェッカー」の無料
モニター（約２年間）を募集中です。募集期間は 26 年 3 月 31 まで。詳しくは山口交番にお問合せ下さい。

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

子ども囲碁教室
共催：山口囲碁クラブ・山
口公民館

こどもフラワーアレンジ
メント教室

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

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 ３月５日、４月２日、５月７日（いずれ 対 象 乳児とその保護者
も第１水曜日）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：３月１日、８日、15 日、22 日、４月５日、12 日、１９日、26
日、５月 10 日、17 日、２４日（いずれも土曜日）午前 10 時～12 時
親子おはなし会：３月１日（土）、４月５日（土）午前 11 時～
日時 3 月 1 日、15 日、４月５日、19 日、 対 象 小学生・中学生
５月 10 日、17 日（いずれも土曜日） 申込み 当日、直接お越し下さい。
午前 9 時～11 時
参加費 無料
日時 平成 26 年５月 10 日（土）～平成 27 対 象 小学１年生以上（先着 20 名）
年３月 14 日（土）（全９回、基本は第 申込み ４月 10 日（水）午前９時～
２土曜日）
山口まちづくりセンター（公民
午前 10 時～11 時 30 分（原則）
館）
（℡2924-1224）
但し、９月６日は第１土曜日、10 月 31 参加費 各回 800 円（花代）
、参加当日
日（文化祭前日）は学校終了後、12 月
に集金します。但し、５月 10
20 日は第３土曜日
日及び 10 月 11 日は 1,000 円
場所 山口まちづくりセンター
（入れ物代込み）になります。
持ち物 筆記用具（色鉛筆）
、はさみ、雑
巾、持ち帰り用の入れ物
日時 ３月 12 日（水）
「楽しく身体を動かそ ・体操があるので飲み物をご持参下さい。
う」
、４月９日（水）
、５月１４日（水） 問合せ 保健センター健康づくり支援課
午前 10 時～12 時 受付 9 時 30 分～
（℡2991-1813）
場所 山口まちづくりセンター
内容 ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など
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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
（旧：所沢健康体操教室
とこしゃんくらぶ ※名称
変更）
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

山口ふれあいの会茶話会

山口まちづくり推進協議会だより

定例おはなし会

内容
日時

場所
内容
日時
場所
内容
日時

内容
日時

場所
内容
主催：所沢図書館椿峰分館

定例親子おはなし会

主催：所沢図書館椿峰分館
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
山口地区地域福祉活動フォ
ーラム２０１４
―みんなで考え、みんな
でつくり、みんなで実践す
る地域福祉―
主催：山口地区地域福祉ネ
ットワーク会議
社会福祉法人所沢市社会福
祉協議会
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日時 ３月 12 日（水）
、５月 14 日（水）
午後１時 30 分～3 時 30 分
場所 山口まちづくりセンター

場所
共催：山口ふれあいの会・
山口公民館

さわやか

日時
場所
内容
日時
場所
内容
日時
場所
内容

・４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）
保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定
３月 14 日、28 日、４月 11 日、25
申込み 不要 どなたでも大歓迎！
日、５月９日、23 日（いずれも金曜日） 問合せ 山口地域包括支援センター（℡
午後２時～３時
2928-7525）
受付は午後１時 30 分～
参加費 無料
山口まちづくりセンター
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。
３月 19 日（水）
、４月 18 日（金）
、５ 対 象 高齢者と障害者の方
月 21 日（水）午前 10 時～12 時
申込み 当日、直接お越し下さい。
山口まちづくりセンター
参加費 100 円（当日いただきます）
交流と仲間づくり
３月 13 日（木）午後１時～３時
対 象 70 歳以上の方
受付は 12 時 30 分～
申込み 当日、直接会場へお越し下さい。
ユネスコホームランド自治会館、老人憩 参加費 100 円（当日いただきます）
の家さくら荘（どちらか近くの会場へご
参加下さい）
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♪
３月８日、22 日、４月 12 日、26 日、 対 象 3 歳以上 保護者の方もごいっ
５月 10 日、24 日（いずれも土曜日）
しょに。
午前 10 時 30 分開始
申込み 椿峰分館（℡2924- 8041）
所沢図書館椿峰分館
問合せ 同上
すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など
４月 26 日は定例おはなし会スペシャル（いつもの内容＋紙芝居読み聞かせもあり
ます！）
３月 19 日、5 月 21 日（いずれも水曜 対 象 ０歳から 3 歳まで 保護者の方
日）午前 11 時開始
もごいっしょに。
所沢図書館椿峰分館
申込み 椿峰分館（℡2924- 8041）
てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ 問合せ 同上
３月８日（土）午前 10 時～正午
・駐車台数に限りがありますので、自転
受付は９時 30 分～
車・徒歩でのご来場にご協力をお願いし
山口公民館ホール
ます。
①開会式、②自転車事故、振り込め詐欺 ・「振り込め詐欺には絶対騙されないぞ。
」
について（講演・寸劇）
という方もぜひ御参加下さい。
３月 17 日（月）午後１時 30 分～３時 対 象 山口地区にお住まいのかた
30 分
150 名
山口まちづくりセンター・ホール
申込み 所沢市社会福祉協議会 地域福
【講演】
問合せ 祉企画課（℡2925-0041）
①町谷自治会の取り組み ～要援護 ・駐車台数に限りがありますので、自転
者の把握と見守りの仕組み～
車・徒歩でのご来場にご協力をお願いし
②本庄市長浜町自治会の福祉委員の ます。

取り組み

・講師
【意見交換】
①町谷自治会会長 神藤 年三 氏
「みんなで支え合う地域福祉活動」
②所沢市社会福祉協議会 佐藤 文 氏
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

山口まちづくり推進協議会が発足してから 1 年が経過、
早いものですね。各部会の構成と活動状況を分かりやすく
するため、本号から、催し物紹介記事の主催・共催団体名
称の後に〔○○部会〕と記載することにしました。皆様も

後

記

ご要望やお気付きの点がありましたら、御連絡下さい。
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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