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子どもも大人も皆で夏祭りを楽しみました
7 月に開催された夏祭りの写真を掲載します。自治会・町内会の役員をはじめ大勢の方々のご尽力により、楽
しい夏祭りができました。日程の都合で今号に掲載できなかった岩崎上町夏祭り納涼大会、岩崎中町納涼祭、上
山口夏祭り、岩崎下町納涼祭、川辺町内会納涼祭、山王峰自治会夏祭りは、別の機会に紹介する予定です。

大鐘：祇園夏祭り地区内巡行

堀之内：歩行者天国の八雲社祭礼

堀口：普段は静かな天満宮も大賑わい

菩提樹：人の輪の上に「月がでた・・」

新堀：太鼓を囲みふれあい

椿峰：模擬店の前には傘の列

氷川：お祭りムードいっぱいの境内

町谷：上山口中２年生も一緒に活動

梨ノ木戸 2 号団地：家庭的な雰囲気で納涼

平成２６年度 山口まちづくり推進協議会全体会議が開催されました
６月 28 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２６年度山口まちづくり推進協議会全体会議が開催されました。
平成 25 年度の事業報告、決算報告・監査報告、および平成 26 年度の事業
計画（案）と予算（案）が審議され、原案通り承認されました。また、運営規
約を改正し、役員に会計 1 名を加えることが承認されました。これにより、
会計１名を加えた平成 26 年度の役員構成が承認されました。
その他の事項として、竹内剛直 山口中学校愛校会会長〔青少年育成部会〕
から、山口中学校愛校会趣意書の説明と入会の協力依頼がありました。概要
と入会申込書は、山口まちづくりセンターにあり、現在受付中です。

議案審議のようす
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狭山丘陵保全事業の準備を始めています
地域環境部会では、部会の独自事業として、上山口中西側（上山口字雑魚
谷）の里山保全事業に着手しました。荒れた里山を復元し、希少植物や生き
物を保全・保護するとともに地域住民がいつでも散策できる憩いの場を提供
することが目的です。
5 月 28 日（水）には、作業上の問題点などを事前に把握するため、部会
荒れた里山もきれいになりました
員や所沢市みどり自然課職員などが集まり、試験的に下草刈りを行いました。
現在は、まだ部会員中心の立ち上げ段階ですが、本格的に事業を進めるためには、多くの方々の協力が必要に
なります。そのときには、より多くの皆様に参加していただけますよう、お願い致します。

子育て支援講演会
～人は体験によって生まれ変わる～
６月 21 日（土）
、子育て支援講演会（主催：所沢地区更生保護女性会山口
支部、共催：泉小学校 PTA）が泉小で開催されました。
講師は、泉小学校ＰＴＡ会長で元西武ライオンズ投手小野剛氏。野球を通し
小野剛氏の話を熱心に聴く皆さん
て様々な体験をされ、
「子どもたちには決して諦めない強い気持ちを持つよう
に伝えていきたい。
」
「体験と環境で人は大きく変わる。」と先生や保護者、保護司、地元関係団体、山口更女など、
たくさんの方々に熱く語られました。地域ぐるみで子どもを見守り、健全育成に関わっていくことが大切です。

夏休み中の学区内パトロールに多くの方々が参加しました
7 月 22 日（火）
、安全・安心な学校と地域づくり推進支部主催による学区内パトロールが実施されました。山
口地区では、防犯協会山口支部、山口交番連絡協議会、自治会・町内会、PTA、民生委員をはじめ大勢の方々が、
山口中、泉小、椿峰中央公園、中氷川神社に集合、それぞれ複数のコースに分かれて通学路などを見回りました。

約５０人が中氷川神社から４コースに分
かれて商店や通学路を見回りました。

椿峰の緑道から危険個所の様子を見て
いるところです。

懐中電灯を手にして、薄暗くなった通学
路を見回りました。（下山口駅付近）

自治会・町内会の必要性について考えてみませんか ③
今回は、加入率 100％という、梨ノ木戸 2 号団地自治会を紹介します。
当自治会は 45 世帯で構成され、山口地区では比較的小規模の自治会で
す。場所は、国道 463 バイパスの梨ノ木戸交差点の南に位置します。自
治会長の任期は 1 年ですが、役員として合計 3 年間、自治会の運営に関わ
ります。役員は、自治会加入者全員の持ち回りになっています。
当自治会は、分譲当初、住民全員から道路補修や U 字溝整備などに必要
な費用を集金していたのが出発点。このため、当初から加入率は 100%で
したが、人的繋がりに重きを置いた自治会活動は停滞していたそうです。
転機は数年前にありました。当時の会長さんが、
「このままではいけない、 夕涼み会で演奏した太鼓チームの指導
自治会活動とはなんぞや」と模索し、市職員を招いたごみ分別の勉強会や で太鼓を叩く子どもたち
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自宅を開放した夕涼み会などを始めました。その矢先に東日本大震災が発生、
「人の命をどう守るか」という課題
に直面し、本格的な自治会活動が始まるきっかけとなりました。
現在では、夕涼み会（夏祭り）
、自治会独自の防災訓練、生活環境整備などを行っています。また、転入者に対
して家族参加の歓迎会を開いたり、高齢者に補助金を出したりしています。
自治会の行事には当初から多くの住民が参加していますが、その背景には、顔見知りを増やし、気軽に挨拶で
きるような人の繋がりを作るために、夕涼み会の参加者全員に手作りの名札を用意するなど、役員のきめ細かい
配慮と工夫があります。
防災面では、近くの茶畑を一次避難場所とするとともに、世帯人数を常時把握することにより、世帯全員の安
否が確認できるようになっています。楽しむときも、いざと言うときも頼りになる全員参加型の自治会です。

「山口の自然と歴史」特別編

（地名シリーズはお休みします）

ささら

起源伝承４００年

「岩崎 簓 獅子舞」

山口の伝統芸能の一つであり、所沢市の無形民俗文化財に指定されてい
る「岩崎簓獅子舞」が 10 月 11 日（土）に瑞岩寺の境内で行われます。
今からちょうど 400 年前の慶長 19 年（1614 年）に岩崎の地頭宇佐
美助右衛門が大阪冬の陣から帰る途中、京都で三頭の獅子頭面（龍頭面）
を購入しました。そして、獅子舞の師匠とともに岩崎に戻り、村の若者た
ちに稽古をさせたのが始まりとされています。以後、岩崎地区で代々伝統
牝獅子をめぐる２匹の牡獅子の争い、
を受け継ぎ、現在に至っています。
さて結末は？
今年は 400 年を記念して泉小児童による「子ども獅子舞」が披露されます。
披露の時間は、当初の予定より変更になり、
「記念式典」が 13：00 から、
「子ども獅子舞」が 13：30 から、
「岩崎簓獅子舞」400 年記念披露１回目が 13：50 から、２回目が 15：00 からの予定になっております。
詳しくは所沢市ホームページ；
〔
「岩崎簓獅子舞」起源伝承 400 年記念事業〕をご覧下さい。山口まちづくり
センターでも 10 月 5 日（日）～12 日（日）の間、１階ロビーにて写真展示を予定しております。

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

こども囲碁教室
共催：山口囲碁クラブ・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

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・内容

募集内容・申込み

日時 9 月 3 日、10 月 1 日、11 月 5 日
対 象 乳児とその保護者
（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：９月６日、20 日、27 日、10 月 4 日、11 日、18 日、25 日、
11 月 8 日、15 日、22 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：９月６日（土）、10 月 4 日（土）午前 11 時～
大おはなし会：11 月 8 日（土）午後 2 時～3 時
場所 山口まちづくりセンター
日時 ９月６日、20 日、10 月 4 日、18 日、 対 象 小学生・中学生
11 月 8 日、15 日（それぞれ土曜日） 申込み 当日、直接お越し下さい。
午前 9 時～11 時
参加費 無料
場所 山口まちづくりセンター
日時 ９月 10 日、10 月 8 日、11 月 12 日 ・体操があるので飲み物をご持参下さい。
（第 2 水曜日）午前 10 時～12 時
問合せ 保健センター健康づくり支援課
受付は 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
日時 ９月 10 日、11 月 12 日（奇数月第 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）
場所 山口まちづくりセンター
内容 保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定
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山口とこしゃんくらぶ

日時 ９月 12 日、26 日、10 月 17 日、24 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
日、11 月 14 日、28 日
問合せ 山口地域包括支援センター（℡
（第 2・４金曜日）午後２時～３時
2928-7525）
受付は午後１時 30 分～
参加費 無料
共催：山口地域包括支援セ 場所 山口まちづくりセンター
ンター・山口公民館
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 ９月 17 日（水）、10 月 17 日（金）、 対 象 高齢者と障害者の方
11 月 19 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
山口ふれあいの会昼食会 日時 10 月 10 日（金）、16 日（木）ご都 対 象 山口地区在住の 70 歳以上の方
共催：山口ふれあいの会・
合の良い日をお選び下さい。12 時～ 申込み ９月 18 日（木）午前９時～
山口公民館
14 時（予定）＊受付は 11 時 30 分～
直接、山口公民館窓口へ（先着順）
協力：山口公民館利用サー 場所 山口まちづくりセンター
※電話での受付はいたしません
クル連絡協議会
内容 昼食・サークルによる出し物・歌など 参加費 300 円（当日いただきます）
日時 ９月 13 日、27 日、10 月 11 日、25 対 象 3 歳以上（保護者の方もご一緒に）
図書館おはなし会
日、11 月 8 日、22 日（それぞれ土曜
日）午前 10 時 30 分開始
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 ９月 17 日（水）、11 月 19 日（水） 対 象 ０歳から 3 歳まで（保護者の方も
図書館親子おはなし会
午前 11 時開始
ご一緒に）
内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
主催：所沢図書館椿峰分館 場所はいずれも所沢図書館椿峰分館です。
申込み、問合せは椿峰分館（℡2924- 8041）
日時
９月
14
日（日）午前
8
時～
対 象 山口地区在住の 75 歳以上の方（昭和
山口地区敬老会
15 年 4 月 1 日までに生まれた方）
主催：山口地区敬老会実行 場所 山口まちづくりセンター
委員会
詳細は、別途回覧される実施案内をご覧下さい。

山 口 地 区 秋 季 古 着 ・ 古 日時 10 月 19 日（日）午前 9 時～午後 3 時 ・「もったいない市」が同時開催されます。
場所 山口まちづくりセンター
（午前 9 時 30 分～午後２時 30 分）
布・陶磁器の拠点回収
主催：所沢市、協力：山口 内容 古着・古布・陶磁器の拠点回収と再使
地区環境推進員協議会
用促進
山口地区親睦ミニ運動会 日時 10 月 26 日（日）午前 8 時 30 分～
12 時（予定） ※開始時間までに受付
を済ませて下さい。
場所 山口中 体育館
共催：所沢市体育協会山口 内容 玉入れ、大縄跳び、むかで競争など
支部・山口公民館
チーム対抗で得点を競います。

山口地区文化祭

日時 11 月１日（土）～２日（日）
場所 山口まちづくりセンター

主催：山口地区文化祭実行
委員会

内容

山口民俗資料館 勉強会 日時
内容
日時
内容

・詳細は「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。
申込み ９月 18 日（木）～10 月 10 日
（金） 山口公民館窓口へ
持ち物 飲み物、タオル、上履き（ｽﾘｯﾊﾟ不可）
・会場は駐車場が少ないので、なるべく徒歩や
自転車でご来場下さい。
・詳細は別途回覧される実施案内をご覧下さい。

・展示・発表などの参加申込みは終了しま
した。見学、観賞などは自由です。

芸術文化の振興および住民相互の交流を図る各種イベント、山口公民館利用サー
クルおよび山口地区の住民・団体の作品展示と舞台発表など。
9 月 11 日（木）午前 10 時～12 時 参加費 200 円
「富岡製糸場と絹産業遺産群」
講 師 玉井康夫氏
10 月 9 日（木）午前 10 時～12 時 参加費 300 円
「中世の山口城の歴史について」
講 師 広沢謙一氏

場所はいずれも山口民俗資料館です。申込み不要、当日、直接お越し下さい。
主催：山口民俗資料館

山口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）

編

集

後

記

「さわやか」創刊１周年を迎えることができました。取材にご協

を目指して、広報委員および事務局一同がんばりますので、よろ

力をいただいた方、情報提供や掲載依頼をいただいた方、貴重な

しくお願い致します。広報委員：新居亨一（委員長

感想やご意見をいただいた方をはじめ、多くの方々のおかげと感

会）
、神藤年三（副委員長

謝しております。引き続き、皆様に親しまれ、お役に立つ広報紙

祉部会）
、川崎幸美（青少年育成部会）
、遠藤健志（学習文化部会）

地域環境部

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ部会）
、前田克夫（地域福
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