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春の「環境美化の日」 まちがきれいになりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月３0日（土）、平成２6年度所沢市総合防災訓練（主催：所沢市、山口地区自治連合会 主管：山口地区自

主防災訓練実行委員会）が実施されます。山口地区の会場は、山口中、上山口中、泉小、山口小、椿峰小の５ヵ 

所です。 

集合時間や訓練内容に関する詳細は、

別途回覧される実施案内をご覧下さい。 

昨年は、５会場で合計 1,307 名が参

加し、消防署職員の指導のもと、レジ袋

やタオルを使った応急手当、ＡＥＤや消

火器の使い方など、体験を交えたさまざ

まな訓練が行われました。最後には、炊

き出し訓練で用意された非常食が参加

者に配布されました。 

暑い日でしたが、皆真剣です 消火器の使い方を体験しました 

＜昨年の防災訓練は 1,307名が参加しました＞ 

 

 

 

 

５月２５日（日）は春の「環境美化の日」、天候にも恵まれ、道路・公園・水路などの市内一斉清掃が行われま

した。（主催：所沢市、所沢市自治連合会、所沢市環境推進員連絡協議会）山口地区でも、早朝から多くの人が自

宅の周辺などを清掃しました。町谷では、藤本市長が清掃活動の様子を視察するとともに、市長も加わり、町谷

の皆さんといっしょにごみを拾いました。今回、集積所に集められたごみ、特にビン・カンの量が減ったように

感じられました。マナーが向上し、まちがきれいになってきた証拠かも知れません。 

藤本市長もいっしょにごみ拾い ご近所の交流の場にもなりました 子どもたちも大勢参加しました 

 

 

 

 

 

 

５月 1８日（日）、山口まちづくりセンター（山口公民館）において、古着・古布・陶磁器の拠点回収および「も

ったいない市」（主催：所沢市、協力：山口地区環境推進員協議会〔地域環境部会〕）が開催され、延べ 500名を

上回る市民が不要になった衣類や陶磁器を持ち寄りました。この活動は、ごみの減量と資源化を目的とし、毎年
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山口まちづくり推進協議会だより 

「もったいないの心」を大切に 

古着・古布･陶磁器の拠点回収に大勢の市民が参加しました 

備えあれば憂いなし 

8 月 30 日（土）は防災訓練の日です ぜひご参加下さい 
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春と秋に実施されています。再使用できるものは同時開催の「もったいない市」（写真）に出品されます。（詳細

は、3月に各戸配布された「家庭の資源とごみの分け方・出し方」をご覧下さい。）山口地区の「もったいない市」 

は、気に入ったものがあれば無料で持ち

帰ることができます。 

山口地区の環境推進員は、訪れた市民

が楽しく和やかな雰囲気で利用できる

よう、毎回、展示会場作りなどにさまざ

まな工夫を凝らしています。 

今回、参加されなかった方も、秋（10

月 19日（日）に実施）にはぜひご参加

下さい。 展示会場は環境推進員の手作り 気に入ったものが見つかりましたか 

 

 

 

所沢警察署山口交番連絡協議会〔地域安全部会〕は、これまでの組織および構成員を見直すとともに、新たに

活動方針を定め、地域安全部会の一員として従来にも増した活動を進めていくことになりました。 

新しくなった組織と事業計画は以下のとおりです。 

【組織】 

・会長：荻野隆一（堀之内）  ・副会長：佐藤雅生（町谷） 

・会計：上野嘉之（菩提樹） 

・監査：斉藤重雄（堀口）、森田隆（川辺） 

・委員：菅原秀直（大鐘）、三並美代子（山王峰）、 

本橋源一（氷川）、中島恒夫（岩崎上）、 

黒田訓光（岩崎上）、安藤正之（堀之内） 

・事務局：山口交番 

【事業計画】 

山口地区内の安全安心対策と取り組み 

・山口交番勤務員とのパトロール（春・夏） 

・防犯協会山口支部の事業に協力（パトロール） 

・交通安全協会山口支部の事業に協力（要請があ

れば） 

・山口まちづくり推進協議会の事業に協力 

あまり知られていなかった交番連絡協議会ですが、30年以上の長い歴史があります。交番連絡協議会は、昭和

58年 4月に全国組織として発足、山口地区では所沢警察署山口交番連絡協議会が組織されました。それ以来、

山口交番勤務員とともに安全・安心な山口を目指した活動を行ってきました。 

 

 

 

7月から 8月は夏祭りの季節、山口地区でも毎週どこかで賑やかな太鼓や笛の音が聞こえます。大人も子ども

も楽しめるよう、盆踊りや山車、神輿、出店、抽選会など、各自治会・町内会でそれぞれ工夫をこらした企画が

たくさんあります。今年の夏は、山口の「夏祭り」を巡ってみませんか。 

６月 13日時点の夏祭りの開催情報は次のとおりです。例年、これら以外にも 8月に開催される夏祭りがあり

ます。詳しいことは各自治会・町内会〔地域コミュニティ部会〕にお尋ね下さい。 

祭 り 名 称 開 催 日 時 開 催 場 所 

大鐘自治会祇園夏祭り 

堀之内八雲神社祭礼 

堀口自治会夏祭り 

菩提樹自治会納涼盆踊大会 

新堀夏祭り 

椿峰ニュータウン夏祭り 

氷川町内会納涼盆踊り大会 

町谷自治会納涼盆踊り大会 

梨ノ木戸 2号団地「納涼会」 

7月 6日（日）午前 10時～ 

7月 12日（土）午後４時～９時 

7月 12日（土）午後６時～ 

7月 12日（土）午後６時 30分～ 

7月 13日（日）午後１時～４時 

7月 19日（土）午後６時～ 

7月 26日（土）午後６時～ 

7月 26日（土）午後６時～８時 30分 

7月 27日（日）午後４時～６時 

大鐘自治会館広場 

八雲神社 

堀口天神社境内 

菩提樹こども広場 

新堀自治会館 

椿峰中央公園 

中氷川神社境内 

町谷自治会館広場 

自治会内道路上 

岩崎上町夏祭り納涼大会 

岩崎中町納涼祭 

岩崎下町納涼祭 

川辺町内会納涼祭 

山王峰自治会夏祭り 

8月 2日（土）午後６時 30分～9時 

8月 9日（土）午後６時～ 

8月 23日（土）午後４時 30分～８時 

8月 23日（土）午後５時 30分～ 

8月 23日（土）午後６時～ 

岩崎上町自治会館 

瑞岩寺駐車場 

岩崎下町児童公園 

川辺公民館広場 

山王峰自治会内 水道用地 

所沢警察署山口交番連絡協議会が活動を強化します 

この夏は山口の「夏祭り」を巡ってみませんか 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

 

 

 

今回は、町内会の加入率増加を目指し、新たな取組みを始めた川辺町内会を取材しました。川辺地区の現在の

世帯数は約３００、昔に比べて世帯数は数倍に増えたものの、町内会の加入率は減少傾向にあるという悩みを抱

えています。働き盛りの若い人達は忙しいので、町内会の活動内容や必要性が伝わりにくいなど、原因はいろい

ろです。町内会でいろいろな行事を開催しても、それだけで加入率が増加するというものでもなさそうです。 

川辺町内会の役員さんは、先ず、川辺の人達が「自ら参加したくなるような場」をつくり、そこで皆が一緒に

楽しみ語り合うことにより、人の繋がりを広げていくことが重要と考えました。このため、昨年秋に、健康作り・

仲間作り・まちづくりを目的とした「川辺おもしろ倶楽部」を発足させました。60歳以上の川辺在住者であれば、

誰でも気軽に入会できるのが特徴です。 

現在、茶話会、麻雀、グランドゴルフ、

カラオケが動き出しています。今後は、将

棋・囲碁から防災・防犯・交通安全・福祉

の話、また、若い世代対象（子どもも含む）

のシナリオづくりまで、幅広い展開を考え

ているそうです。「川辺おもしろ倶楽部」へ

の参加が町内会の必要性を考えるきっかけ

となり、少しでも町内会加入者が増えてい

くことを期待したいですね。 
皆で楽しくグランドゴルフ 茶話会に参加した皆さん 

 

 

 

 

興味深い山口地区の『地名由来』について 

その３「堀之内」、「打越」、「氷川」の由来を紹介します。 

堀之内の八雲神社境

内にある石碑 

「堀之内」は、鎌倉時代に行われた山口城の規模拡張の際、外堀とした六ッ家川の内

側に位置したことに由来する旨が、八雲神社境内の石碑から読み取れます（右写真）。三

ケ島にも同地名があるので、「山口堀之内」と頭に「山口」をつけて区別することもあり、

山口城の縄張に関わる地名と言われています。 

「打越」は、鎌倉街道のひとつである小手指道が狭山丘陵を越えていく場所に立地し

ており、どこへ行くにも尾根を「越えて行く」ところから名付けられたそうです。なる

ほど納得できます。 

「氷川」は、氷川明神と呼ばれた山口中氷川神社に由来したものです。皆さんよくご

存じの武蔵一宮氷川神社（さいたま市）の分社です。 

次号では、町谷、川辺などの地名由来についてご紹介します。 

 

 

 

 

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 

７月２日、８月６日、９月 3 日（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 

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：７月 12 日、19 日、26 日、８月２日、９日、16 日、23 日、９

月６日、20 日、27 日（原則毎月第 1 週から第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 

おはなし会：７月 12 日、９月６日（土）午前 11 時～ 

こども囲碁教室 

共催：山口囲碁クラブ・山

口公民館 

日時 

 

７月５日、19 日、８月２日、23 日、

９月６日、20 日（それぞれ土曜日） 

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 

自治会・町内会の必要性について考えてみませんか ② 

シリーズ⑤ 行って見よう  山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 
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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・山口公民館 

日時 

 

 

 

場所 

７月９日、（8 月はお休み）、 

９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 

・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） 

内容 ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など 

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 

７月９日、９月 10 日（奇数月の第 2

水曜日）午後１時 30 分～3 時 30 分 

山口まちづくりセンター（１F ロビー） 

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 

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 

７月 11 日、25 日、（8 月はお休み）、

９月 12 日、26 日 

（第 2・４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 

７月 16 日（水）、８月 15 日（金）、 

９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 

高齢者と障害者の方 

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 

 

 

場所 

７月 12 日、26 日、８月９日、23 日、

９月 13 日、27 日（それぞれ土曜日）

午前 10 時 30 分開始 

所沢図書館椿峰分館 

対 象 

 

申込み 

問合せ 

3 歳以上 保護者の方もご一緒

に。 

椿峰分館（℡2924- 8041） 

同上 

内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など 

図書館親子おはなし会 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

場所 

内容 

７月 16 日（水）、９月 17 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

ご一緒に。 

椿峰分館（℡2924- 8041） 

同上 

平成 26 年度所沢市総合

防災訓練 

主催：所沢市、山口地区自

治連合会 主管：山口地区

自主防災訓練実行委員会 

日時 

場所 

８月 30 日（土） 

山口中、上山口中、泉小、山口小、椿

峰小（５ヵ所） 

・詳細は、別途回覧される実施案内をご覧

下さい。 

山口地区敬老会 

 

日時 

場所 

９月 14 日（日） 

山口まちづくりセンター（公民館） 

対 象 75 歳以上の高齢者 

・詳細は、別途回覧される実施案内をご覧

下さい。 

山口民俗資料館 勉強会 

 

 

 

 

 

 

 

主催：山口民俗資料館 

日時 

内容 

場所 

7月 10日（木）午前 10時～12時 

「写真の歴史と写真の撮り方」 

山口民俗資料館 

参加費 

申込み 

200 円 カメラをお持ち下さい。

当日、直接お越し下さい。 

・講師：木村光義氏 

日時 

内容 

 

 

 

場所 

7月 20日（日）午後 1時～3時 

「山口観音の歴史と信仰」 

8月 17日（日）午後 1時～3時 

「山口観音の十夜講と双盤念仏（所沢

市文化財）」 

山口民俗資料館 

参加費 

申込み 

300 円 

当日、直接お越し下さい。 

・講師：小峯孝男氏 

民俗資料館の開館日は、第 1・3 日曜日と

第 2・4 木曜日、午前８時 30 分～午後 5

時（℡2922-2004 開館日のみ） 

山口の皆さんにお知らせしたい催し物がありましたら、事務局までご連絡下さい。 

 

編 集 後 記 

用語の表記、難しいですね。例えば、「グランドゴルフ」にするか「グラウンド～」にするか、いろいろな意見が

出ましたが、「広報ところざわ」などで使われている「グランド～」に統一しました。ルールブックでは「グラウ

ンド～」になっているそうです。用語の表記でお気付きの点がありましたら、お知らせ下さい。（広報委員会） 
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