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平成 25 年度 山口地区安全・安心推進大会が開催されました
３月８日（土）
、山口まちづくりセンター（山口公民館）ホールにおいて、平成 25 年度山口地区安全・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）が開催されました。
第 1 部の開会式に続き、第 2 部では、埼玉県警察本部 生活安全企画課の「ひ
まわり」による寸劇と防犯指導、交通企画課の「ふれあい」による交通指導、
所沢警察署生活安全課課長による迷惑電話チェッカーの案内がありました。
「ひまわり」による振り込め詐欺の寸劇は、自分は絶対に騙されないと思っ
ていても、自信がなくなってしまうくらいの名演技でした。自慢できることで
はありませんが、平成 25 年に所沢市で発生した振り込め詐欺事件の被害件数
振り込め詐欺の犯人は実に巧妙な
は 34 件、この数年は埼玉県内でもトップクラスだそうです。
手口で心の隙をついてきます
「ふれあい」による、高齢者の交通事故の特徴と自転車の安全利用に関す
る講話はとても分かりやすい内容でし
た。道路交通法の改正により、自転車の
酒酔い運転は、5 年以下の懲役または
100 万円以下の罰金になりましたが、
ご存知でしたか？
所沢警察署からは、振り込め詐欺撲滅
をねらいとした「迷惑電話チェッカー」
の紹介とモニター募集の案内がありま
した。
（モニター募集は 3 月 31 日で終 警察などから提供される迷惑電話番号 明るい色でも暗いところではこんな
が自動登録されます
に見づらくなります
了しました）

山口地区地域福祉活動ﾌｫｰﾗﾑ 2014 が開催されました
３月 17 日（月）
、山口まちづくりセンター（山口公民館）ホールにおいて、山口地区地域福祉活動フォーラム
2014（主催：山口地区地域福祉ネットワーク会議・所沢市社会福祉協議会）が開催されました。
前半は、所沢市社会福祉協議会の佐藤文氏による「本庄市長浜町自治会の福祉委員の取り組み」の講演があり、
そのあと、地元、町谷自治会会長の神藤年三氏による「町谷自治会の取り組み ～要援護者の把握と見守りの仕
組み～」についての講演がありました。
町谷自治会・防災会の要援護者支援の日
頃の取り組み、活動について具体的な内
容での紹介でした。
後半は、地域福祉ネットワーク会議委
員長の本橋源一氏、山口まちづくり推進
協議会副会長の森田仁氏、町谷自治会長
の神藤年三氏と、出席した地域の皆さん
満席の会場
町谷自治会の先進的取組みを紹介
との意見交換が活発に行われました。

「地域が主役の地域づくりﾌｫｰﾗﾑ」が開催されました
山口まちづくりセンターにおいて、
「地域が主役の地域づくりフォーラム」
（共催：所沢市・所沢市山口公民館）
が開催されました。テーマは、
「再発見：地域の底力！」～ネットワークで取り組む地域課題～ です。
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第 1 回（２月 5 日（水）開催）は、
「川の再生から地域再生へ」をテーマとし、アドバイザーとして早稲田大
学環境総合研究センター研究員岡田久典氏と総務省地域資源・事業化支援アドバイザー林聖子氏の両氏を招きま
した。まず、柳瀬川の最上流をきれいにする会〔地域環境部会〕の鈴木良一会長による事例発表とアドバイザー
の基調講演の後、５～６名のグループに分かれて「山口の魅力は何か？」について話し合いました。山口の自然
や歴史、課題など、さまざまな観点からたくさんの意見が出されました。
第２回（２月 22 日（土）開催）は、
「新しいネットワークと地域づくり」をテーマに、鶴ヶ島市第二小学校区
地域支え合い協議会会長柴崎光生
氏の講演がありました。当協議会
は、新しい支え合いを目指して、
行政に頼るのではなく、自分たち
で主体的に行動しています。楽し
く活動することによって、若い人
の参加も多く、地域の輪が着実に
広がっているとのことです。
私たち、山口地区もみんなで支
第 2 回 「自分達で主体的に楽しく行動
第 1 回 「山口の魅力は？」グループに
え合い、楽しく地域づくりの活動
すると、地域の輪も広がります」
分かれて話し合いました
をしていきましょう。

柳瀬川の最上流をきれいにする会と上山口中

祝 第 15 回 「さいたま環境賞」を受賞
「さいたま環境賞」は、他の模範となる優れた環境保全への取り
組みに対して埼玉県が表彰するもので、今回は 10 団体・個人が表
彰されました。その中で山口地区から 2 団体が表彰されました。
柳瀬川の最上流をきれいにする会〔地域環境部会〕は、地道な柳
瀬川最上流清掃活動を中心に、地元小中学校総合学習への協力、学
校ファーム支援活動など、地域と連携した環境への優れた取り組み
が評価されました。上山口中は、地域連携の中で柳瀬川最上流での
清掃活動や生き物調査、学校ファーム、校内環境活動など環境を重
視した教育活動が受賞の決め手になりました。
埼玉県のホームページにも詳しい内容が掲載されています。

第 15 回 さいたま環境賞表彰式
鈴木会長（後列左から 3 人目）、上山口中生
徒会長（前列最右）

自治会・町内会の必要性について考えてみませんか ①
これからは共助の時代と言われており、自治会･町内会が果たす役割は益々重要になっていくと考えられます。
所沢市でも自治会への加入・参加を促進する条例の制定が検討されています。しかしながら、さまざまな理由で
自治会・町内会に加入しない方や脱会する方も多数いらっしゃいます。このままで良いのでしょうか？
「さわやか」では、山口地区の自治会･町内会で行っている加入促進活動の好事例や苦労話などを紹介していき
たいと思います。自治会・町内会の必要性を考えるきっかけとなり、加入者の増加に繋がれば幸いです。
今回は、町谷自治会の加入案内の抜粋を以下に紹介します。具体的で分かりやすい内容になっています。
自治会・町内会の必要性を具体的に説明しています。
自治会、山口自治連合の活動事例を挙げています。
いつ起きるか解らない自然災害時の対応やコミュニ ・震災時の食料確保（山口地区の小学校へ備蓄・小学生
ティの必要性、個人や家庭での力では解決が困難な問題
一時留め置き時の非常食）
や子供さんの育成、他高齢化など益々地域の助け合いが ・地域消防団への支援、社会福祉関係協力、交通安全協
大切になっております。震災時「多くの人命を救った」
会支援（新入小学生へのランドセルカバー など）、カー
のは自治会・町内会が大きな力を発揮したそうです。住
ブミラー申請や道路標識管理、河川整備申請清掃支援
民の安否確認・情報伝達・救援活動その他防犯抑止など ・防犯灯（街灯）管理、防犯パトロール
『地域のことは地域で考え実践』を進めましょう。
・資源回収、生活環境支援、更生保護支援など

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：春の「環境美化の日」は 5 月 25 日（日）
です。市内全域で一斉美化清掃活動が実施されます。皆様のご協力をよろしくお願いします。
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もっと知ろう！

興味深い山口地区の『地名由来』について その２「菩提樹」と「岩崎」の由来を紹介します。
「菩提樹」の地名は、村
「岩崎」の地名は、狭山丘陵の大きな 3 つの尾根の北東端に
内に菩提樹の大木があっ
位置し、丘陵の「岬」の意で言われたという説があり、荒幡方
たためと伝えられていま
面から展望するとよく解ります。ロマンチックですね。
す。見づらいですが、「菩
瑞岩寺
泉小
提木村」と刻まれた「道し
⇩
⇩
るべ」
（右写真）も残され
ています。この伝承を受
け、翁樹神社境内に「名木
菩提樹」が残っています。
荒幡小の近くから望んだ現在の「岩崎」
、左側に見える建物
ぜひ一度訪れてみては如
は泉小、やや離れて右側に見える木立は瑞岩寺です。
何でしょうか。
次号では、堀之内、打越などの地名由来についてご紹介します。

こんなときは「福祉情報・相談広場」へ！
・介護保険や障害福祉などの手続きを知りたい
・地域でボランティア活動をしてみたい
・育児の相談をしたい
・窓口が多すぎて、どこに相談に行けばいいのか
・生活について心配事がある
分からない
山口地区地域福祉ネットワーク会議では、地域の皆様が身近で気軽に立ち寄れる「福祉情報・相談広場」を開
設しています。所沢市社会福祉協議会の社会福祉士、民生委員・児童委員を中心にご相談をお受けいたします。
開設日時は、原則毎月第１月曜日（祝日と重なる場合は翌週に延期）
、5～7 月の開設日は、5 月 12 日、6 月
2 日、7 月 7 日です。時間は午前 10 時～正午、場所は山口まちづくりセンター（山口公民館）です。問合せ先
は、所沢市社会福祉協議会/地域福祉企画課（Tel：2925－0041）
、予約は不要です。

土曜日は「山口こども文庫」へ
古くから、おはなしは親から子へ、祖父母から孫へと伝えられてきまし
た。そして、そこにはいつも人の輪がありました。
毎月、原則として第１週から４週の土曜日、１０時から、山口公民館学
習室３号で「山口こども文庫」が開かれています。第１週の土曜日は「お
はなし会」があります。３月１日（土）は、目を輝かせながら「おはなし
ひな人形の折り紙をプレゼント
会」に参加しているこどもたちの姿が印象的でした。
（３月１日）
お子さんと一緒に「こども文庫」の輪に加わりませんか。
５～７月の予定は下記の「山口地区の催し物情報・参加者募集」をご覧下さい。

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

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 ５月７日、６月４日、７月２日（第 1 対 象 乳児とその保護者
共催：母子愛育班・更生保
水曜日）午前 10 時～12 時
申込み 当日、直接お越し下さい。
護女性会・民生委員児童委 場所 山口まちづくりセンター
参加費 無料
員協議会・山口公民館
内容 乳児の子育て支援と交流
山口こども文庫おはなし会 日時 本の貸し出し：５月 10 日、17 日、24 日、６月７日、14 日、21 日、28 日、
共催：山口こども文庫おは
７月５日、12 日、19 日、26 日（それぞれ土曜日）午前 10 時～12 時
なし会・山口公民館
おはなし会：６月７日（土）午前 11 時～
日時 ５月 10 日、17 日、６月７日、21 日、 対 象 小学生・中学生
こども囲碁教室
共催：山口囲碁クラブ・山
７月５日、19 日（それぞれ土曜日）
申込み 当日、直接お越し下さい。
口公民館
午前 9 時～11 時
参加費 無料
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生け花講座～生活の中で 日時 ６月 10 日（火）～11 月文化祭まで
＜全９回＞ 午前 10 時～11 時
生花を楽しむ～

場所
主催：山口公民館

おしゃべり健康サロン

日時

共催：保健センター健康づ 場所
くり支援課・山口公民館
内容
日時
出張健康相談

対 象 成人（先着 20 名）
申込み ５月 14 日（水）午前９時
各月２回火曜日
山口まちづくりセンター（公民
＊８月は休講
館）へ、電話（℡2924-1224）
＊11 月は文化祭出展
または窓口にて
山口まちづくりセンター
参加費 各 1,000 円（花代、材料代）
持ち物 筆記用具,はさみ,花を包むもの,雑巾
５月 14 日、６月 11 日、７月９日
・体操があるので飲み物をご持参下さい。
（それぞれ第 2 水曜日）
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）
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
５月 14 日、７月９日（奇数月の第 2 問合せ 保健センター健康づくり支援課
水曜日）午後１時 30 分～3 時 30 分
（℡2991-1813）
山口まちづくりセンター

主催：保健センター健康づ 場所
くり支援課
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 ５月９日、23 日、６月 13 日、27 日、 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
山口とこしゃんくらぶ
（旧：所沢健康体操教室
７月 11 日、25 日（第 2・４金曜日） 問合せ 山口地域包括支援センター（℡
とこしゃんくらぶ）
午後２時～３時、受付は午後１時 30 分
2928-7525）
共催：山口地域包括支援セ 場所 ～
参加費 無料
ンター・山口公民館
山口まちづくりセンター
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 日時 ５月 21 日（水）、６月 20 日（金）、 対 象 高齢者と障害者の方
7 月 16 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（当日いただきます）
主催：山口公民館
内容 交流と仲間づくり
日時 ５月 10 日、24 日、６月 14 日、28 対 象 3 歳以上 保護者の方もご一緒
図書館おはなし会
日、７月 12 日、26 日（それぞれ土曜
に。
日）午前 10 時 30 分開始
申込み 椿峰分館（℡2924- 8041）
場所 所沢図書館椿峰分館
問合せ 同上
主催：所沢図書館椿峰分館 内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など
日時 ５月 21 日（水）、７月 16 日（水） 対 象 ０歳から 3 歳まで 保護者の方
図書館親子おはなし会
午前 11 時開始
もご一緒に。
場所 所沢図書館椿峰分館
申込み 椿峰分館（℡2924- 8041）
主催：所沢図書館椿峰分館 内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞か 問合せ 同上
せ
山 口 地 区 春 季 古 着 ・ 古 日時 ５月 18 日（日）午前 9 時～午後 3 時 ・同時開催の「もったいない市」（午前 9
場所 山口まちづくりセンター
時 30 分～午後２時 30 分）では気に入
布・陶磁器の拠点回収
内容 古着・古布・陶磁器の拠点回収と再使
った古着があればお持ち帰りできます。
主催：所沢市、協力：山口
用促進
・詳細は「家庭の資源とごみの分け方・出
地区環境推進員協議会
し方」（26 年度版）をご覧下さい。
参加費 無料
山口地区グランドゴルフ 日時 6 月 22 日（日）
申込み 詳細は 5 月回覧予定の文書をご
大会 主催：所沢市体育協 場所 狭山湖運動場
会山口支部
覧下さい。

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。
今春、山口まちづくりセンターでは、相田 肇 センター長と黒田 信幸さんが退職されました。相田さん、
黒田さん、長い間お世話になりました。後任として、田中 政美 新センター長と渋谷 俊男さんが着任しま
した。よろしくお願いします。
編

集

後

記

最近、掲載依頼をいだだくことが増えてきました。ありがたいことと、感謝しております。限られた紙面ですが、でき
る限り多くの情報を発信していきたいと思いますので、引き続き、ご意見・要望・掲載依頼などをお寄せ下さい。
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