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いざというとき、いちばん頼りになるのは身近なご近所！

自治会・町内会は地域の絆を広げます
今年の 6 月 30 日、自治会・町内会への加入促進をねらいとした「所沢市地域がつながる元気な自治会等応援
条例」が制定されました。山口地区の自治会・町内会の加入率は 59%、残念ながら所沢市全体の 64.8％（平成
25 年度）を下回っています。
山口地区の各自治会・町内会では、これまでも、加入促進のため、役員が中心となって知恵を出し合い、頼り
がいと魅力を実感できる自治会・町内会づくりに取り組んでおります。
「さわやか」でもいくつかの事例を紹介し
ました。山口地区自治連合会でも、条例制定を機に、加入率向上策を準備しており、今年度内に実施予定です。
これからは共助の時代、そして安全・安心なまちづくりの基盤は地域の絆、山口地区にお住まいの皆さんにお
かれましても、自治会・町内会への加入促進にご理解とご協力をいただけますよう、お願い致します。

参加して良かった! みんなで力を合わせれば災害も乗り越えられる
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）が実施されました。山口地区は、昨年同様、山口中、上山口中、泉小、山口小、椿峰小
の５ヵ所が会場となり、1,223 名が
参加、各会場でさまざまな訓練を行い
ました。
事前の準備と当日の運営には、自治
会・町内会役員、学校教職員と PTA、
消防署員、
第７分団員、消防協力会員、
市職員など 82 名の実行委員をはじ
め、多くの人達の参加と協力がありま
体験すれば簡単、初期消火（椿峰小）
した。
毛布と物干竿で作った簡易担架（山口小）

安否確認に役立つ避難者名簿（山口中）

中学生も参加して給食訓練（上山口中）

ＡＥＤは設置場所の確認も重要（泉小）

簡易トイレがあれば安心（上山口中）

間仕切りの中でリラックス（椿峰小）

理学療法士の指導で車椅子体験（山口小）
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祝 敬老会、世代を超えて多くの人達が祝いました
９月１４日（日）山口まちづくりセンターで平成 26 年度の山口地区敬老会（主催：山口地区自治連合会、主
管：山口地区敬老会実行委員会）が開催されました。爽やかな天気に恵まれ、７５歳以上のお年寄り１５５名が
参加されました。小学生の３人からおじいさん、おばあさんに思いやりのあるあたたかい作文が発表されました。
催し物でも、小学校の歌と器楽合奏・ダンス・太鼓の演技に大きな拍手が起きました。子どもたちの熱心な演技
が何よりのプレゼントになりました。
多くの人達に支えられた敬老会ですが、住みよいまちづくりのため、これからもお年寄りを大事にみんなで助
けあっていきましょう。

満席のホール

元気あふれる小学生のダンス

熱心な演技に大きな拍手

創造力を養う「こども囲碁教室」
毎月、原則として第１・第 3 土曜日、山口まちづくりセンターで「こど
も囲碁教室」
（共催：山口囲碁クラブ・山口公民館）が開かれています。
「こ
ども囲碁教室」は、公立小中学校の週５日制導入をきっかけに、地域ぐる
みで生徒の総合学習を支援しようと始まった、山口地区独自の企画です。
先生は山口囲碁クラブの方々、お孫さんのような子どもたちと向かい合
い、優しくていねいに囲碁の手ほどきをしています。囲碁は、相手の手を
ほほえましい光景です
読みながら自分でいろいろな手を考えなければ勝てません。柔軟な思考力と創造力を養うにはもってこいです。

地域のみんなで子どもたちを見守っています
8 月 25 日（月）の夕方、所沢地区更生保護女性会山口支部、山口まちづくり推進協議会青少年育成部会の主
催で、非行防止・見守り・声かけパトロールが行われました。山口農協前の駐車場に、所沢地区更生保護女性会
山口支部メンバー、青少年育成部会、
先生方、PTA、まちづくりセンター
職員など、46 名が集合、山口地区
内の 6 つの地域に分かれて、たまり
場になりそうな公園などの見回りや
子どもたちへの声かけを行いまし
た。
山口地区では、日頃、みんなで子
どもたちを見守っています。
出発点は山口農協前の駐車場
遊んでいる子どもたちに優しく声かけ

山口公民館利用サークル連絡協議会のホームページができました
山口公民館利用サークル連絡協議会では、平成 26 年 10 月よりホームページを開設しました。このホームペ
ージは、連絡協議会に加入しているサークルの詳細な情報を記載しており、地域の皆さんがサークル活動に参加
する際に選択する手助けとなるはずです。ぜひこのホームページを活用し、サークル活動にご参加ください。
ホームページの URL は次の通りです。よろしくお願いします。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~yamaguticircle/
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公民館の周辺がきれいになりました
9 月 27 日（土）午前 9 時から、山口公民館利用サークル連絡協議会〔学
習文化部会〕による恒例の秋の草取りが行われました。
さわかな秋晴れの下、91 名が参加し、心地よい汗を流しました。１時間
足らずでまちづくりセンター周辺と第 2 駐車場がすっかりきれいになりま
した。特に、草や笹がぼうぼうだったまちづくりセンターの北側は見違え
るようです。

シリーズ⑥ 行って見よう

まちセンの北側は特にたいへんでした

山口の自然と歴史

もっと知ろう！

「町谷」は「町屋」と書く場合もあったそうです。山口城の城下にあたり、
その「町屋」が並んでいたところから名付けられたといわれます。何時頃、な
ぜ「屋」が「谷」の表記に変わったのか興味ある所ですが、
「町屋」と書かれた
石仏や碑など探しても見つけられませんでした。
山口城は 1590 年に滅城したことから、その後ではないか？ 町谷に多い粕
谷・糟谷姓は、もしかして「屋」を使った時代があったのでは？ と考え、ほ
のかな期待を抱き、古い墓主の方に尋ねたところ、確か見た記憶があるとのこ
と。調査に同行、風化し苔むした墓石を洗っていくと「糟屋」と刻まれた苗字
墓石から読める「粕谷」と「糟屋」
（写真右）が現れ、年号は天和三年（1683）であることが確認できました。
さらに、ご夫婦であったと思われる隣の墓石には「谷」
、宝永七年（1698）
（写真左）と刻まれており、約 15
年後には「屋」⇒「谷」と表記されていたことが確認できました。まさに「感動の瞬間」であり、
「静かに大喜び！」
しました。おおよそこの頃から「糟谷・粕谷」姓と地形的な理由から「谷」の字が使われ始めたと思われます。
調べれば調べるほどいろいろなことが分ってきます。続きは次号で紹介します。

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

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 11 月 5 日、12 月 3 日、1 月 7 日
対 象 乳児とその保護者
共催：母子愛育班・更生保
（第 1 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
山口子ども文庫おはなし会 日時 本の貸し出し：11 月 8 日、15 日、22 日、12 月 6 日、13 日、20 日、1 月 10
日、17 日、24 日（原則毎月第 1 週から第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時
大おはなし会：11 月 8 日（土）午後 2 時～3 時
共催：山口子ども文庫おは
クリスマスおはなし会：12 月 13 日（土）午前 11 時～
なし会・山口公民館
場所 山口まちづくりセンター
日時 11 月 8 日、15 日、12 月６日、20 対 象 小学生・中学生
こども囲碁教室
日、1 月 10 日、17 日（それぞれ土曜 申込み 当日、直接お越し下さい。
共催：山口囲碁クラブ・山
日）午前 9 時～11 時
参加費 無料
口公民館
場所 山口まちづくりセンター
日時 11 月 12 日、12 月 10 日
・体操があるので飲み物をご持参下さい。
おしゃべり健康サロン
1 月はお休み
問合せ 保健センター健康づくり支援課
（第 2 水曜日）午前 10 時～12 時、
（℡2991-1813）
受付は 9 時 30 分～
共催：保健センター健康づ 場所 山口まちづくりセンター
くり支援課・山口公民館
内容 ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など
日時 11 月 12 日、1 月はお休み（奇数月第 問合せ 保健センター健康づくり支援課
出張健康相談
2 水曜日）午後１時 30 分～3 時 30 分
（℡2991-1813）
主催：保健センター健康づ 場所 山口まちづくりセンター
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
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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

地域交流会ぬくもり広場

主催：山口公民館

図書館おはなし会

主催：所沢図書館椿峰分館

図書館親子おはなし会
（11 月 2 日は図書館親子

おはなし会スペシャル）
主催：所沢図書館椿峰分館

平成 26 年度 所沢市介
護予防講演会
共催：所沢市高齢者支援
課・山口地域包括支援セン
ター

「子ども焼きいも大会」
ふれあいの会 主催：所沢
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日時 11 月 14 日、28 日、12 月 12 日、 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
19 日、1 月 9 日、23 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
場所 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。
日時 11 月 19 日（水）
、12 月 19 日（金）、 対 象 高齢者と障害者の方
1 月 21 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）
内容 交流と仲間づくり
日時 11 月 8 日、22 日、12 月 13 日、27 対 象 3 歳以上（保護者の方もご一緒に）
日、1 月 10 日、24 日（それぞれ土曜
日）午前 10 時 30 分開始
内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など
日時 11 月２日（日）、1 月 21 日（水）
対 象 ０歳から 3 歳まで（保護者の方も
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
申込み、問合せは椿峰分館（℡2924- 8041）
場所はいずれも所沢図書館椿峰分館です。
日時 11 月 19 日（水）午後 2 時～3 時 30 申込み 当日、直接お越しください。
分 受付は午後 1 時 30 分～
問合せ 山口地域包括支援センター（℡
場所 椿峰コミュニティー会館 別館ホール
2928-7525）
内容 医師による耳よりなコレステロールの 参加費 無料
話とかかりつけ医の選び方
講師 （医）元気会 わかさクリニック 院長 医学博士 間嶋崇先生
日時 11 月 22 日（土）午前 10 時～12 時 ・雨天の場合は、11 月 23 日（日）
場所 中氷川神社境内

地区更生保護女性会山口支部

番外・所沢寄席 山口亭 日時 11 月 29 日（土）開場：午後１時 30 入場料 500 円
場所
出演
者
主催：
（公財）所沢市文化振
興事業団、山口公民館

平成 27 年所沢市消防出 日時
場所
初式
主催：所沢市、所沢市消防団

第 68 回所沢市山口地区 日時
成人のつどい 主催：山口 場所

分 開演：午後２時～
・当日受付にて整理券を確認後、入場料を
山口まちづくりセンター ホール
頂きます。整理券は、10 月１日（水）午
落語：柳亭楽輔（りゅうていらくすけ） 前８時 30 分から山口まちづくりセンタ
講談：一龍斎貞鏡（いちりゅうさいて
ーで配布しています。
いきょう）
問合せ （公財）所沢市文化振興事業団
紙切り：林家花（はやしやはな）
（℡2998-6500）
、山口公民館
1 月 7 日（水）
所沢航空記念公園内（航空発祥記念館
南側）
1 月 12 日（祝・月）
対 象 平成６年４月２日～平成７年４月
カントンテーブル
１日に生まれた方

地区成人のつどい実行委員会

山口民俗資料館 勉強会 日時 11 月 13 日（木）午前 10 時～12 時 参加費 200 円
内容 「富岡製糸場と絹産業遺産群」
講 師 玉井康夫氏
日時 12 月 11 日（木）午前 10 時～12 時 参加費 300 円
内容 「岩崎簓獅子舞の起源と伝承」
講 師 塚田順子氏
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

防災訓練の写真撮影は、広報委員だけでは手が足らなかっ
たため、佐藤清一郎様（岩崎上町）と毛利吉成様（大鐘）
にも助っ人をお願いしました。また、まちづくりセンター
のロビーで開催した岩崎簓獅子舞写真展は、石川和夫様

後

記

（大鐘）にも貴重な作品を提供していただくとともにパネ
ル作りもいっしょに手伝っていただきました。いずれも写
真の達人です。ここに、深く感謝致します。
広報委員：新居亨一、神藤年三、前田克夫、川崎幸美、遠藤健志
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