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11 月１日（土）と２日（日）、山口まちづくりセンターで恒例の山口地区文化祭が開催されました。主催は、

山口まちづくり推進協議会学習文化部会を中心として組織された山口地区文化祭実行委員会です。初日は時々小雨

がぱらつく天気でしたが、翌日は好天に恵まれ、両日合わせて約 1,700 人の来場者がありました。初日には藤本

市長がお越しになり、約２時間半かけて、じっくりとご覧になりました。 

わたあめはいかがですか 手塩にかけた菊、市長もじっくり鑑賞 今年も大盛況 福祉バザー 

息を合わせてぺったんコ、ぺったんコ 作品について語り合う 元気いっぱい踊りました 

 

 

10 月 11日（土）、所沢市無形民俗文化財指定の「岩崎簓獅子舞」が瑞岩寺境内で行われました。（主催：岩崎

獅子舞保存会、後援：所沢市、所沢市教育委員会、所沢市観光協会、山口地区自治連合会）今年は起源伝承 400 

年の節目にあたります。 

獅子舞の披露に先立ち、藤本市長

をはじめ多くの来賓を迎えた記念式

典が行われました。また、400 周年

を記念して泉小児童による「子ども

獅子舞」も披露されました。 

境内を埋め尽くした大勢の人達

は、かわいらしい簓子（ささらっこ）

や勇壮な獅子の舞に見入りました。 次の世代に伝統を伝えます 境内は多くの人で埋め尽くされました 

 

 

 

 

10 月 10日（金）、16日（木）山口ふれあいの会昼食会（共催：山口ふれあいの会・山口公民館、協力：山口

公民館利用サークル）が山口まちづくりセンター（山口公民館）ホールにて開催されました。両日での参加者は 

回 覧  
第９号 
 

平成２６年１２月２６日発行 

発行：山口まちづくり推進協議会 

事務局：山口まちづくりセンター 

Ｔｅｌ：０４-２９２４-１２２４ 

 

山口まちづくり推進協議会だより 

楽しいひととき ふれあいの会昼食会 

山口の明日を創る文化祭 皆で楽しみました 

祝 起源伝承 400 年 岩崎簓(ささら)獅子舞 
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約 200 名と大盛況でした。

70歳以上の高齢者を対象に、

平成２年からボランティア活

動として毎年続いています。 

スタッフによる心のこもっ

たおいしい手づくりのお弁

当、その後は公民館利用サー

クルの皆さんによる踊りと演

奏が披露され楽しい賑やかな

ひと時となりました。 こころをこめてのお弁当  調理スタッフの皆さんの紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 11 日（土）、柳瀬川の大規模清掃（主催：

柳瀬川の最上流をきれいにする会、協力：埼玉県川越

県土整備事務所）が実施されました。会員をはじめ、

上山口中の生徒、来賓など、約 120 名が川辺公民館

広場に集まり、高橋から上流の清掃を行いました。 

中学生は、列になって川の中を歩きながら、ヘドロ 

11 月 22日（土）、中氷川神社境内において、更生保

護女性会山口支部主催の「子ども焼いも大会」ふれあい

の会が開催され、598人が参加しました。主役は幼児・

小中学生、上山口中と山口中の生徒 69 名がリーダーと

なり、幼児や小学生の面倒を見ながら、落ち葉拾いやゲ

ームなどをしました。5月のいも苗植付けから 11 月の 

を流したり、川に捨

てられたごみを拾

い集めました。 

また、手作りの仕

掛けを使った生物

調査を行い、ドジョ

ウなど、4種類の魚

の生息を確認しま

した。 は～い、こっちを向いて！ 

いも掘り、当日は焚き

火まで、氏子関係機関

や地域の多くの人達

にお世話になった「子

ども焼いも大会」が子

どもたちの楽しい想

い出となり、心暖かな

人に育って欲しいで

すね。 青組はここに集まって！ 

 

 

 

 

11 月９日（日）、山口中のグランドで山口地区グランドゴルフ大会（主催：所沢市体育協会山口支部）が開催 

されました。いままで３回続けてグ

ランド不良で中止となっていまし

たが、今回は参加者 101 名の熱い

意気込みに、開会式に顔を見せた雨

も上がりました。日頃の練習の成果

を発揮して最高齢86歳の方をはじ

め、皆さん熱戦を展開しました。 

最後に優勝をはじめ各賞の表彰

式が行われ、次の大会を楽しみに終

了しました。 
日頃の練習成果を発揮 なごやかに表彰式 

 

 

 

 

11 月 15日(土)、午前中の音楽会に続いて開催された「山小親子ふれあい会」は、山口小 PTA が学校・地域・

家庭の三位一体を目指し、昨年度より始めたイベントです。日頃、お付き合いの少ない地域の方々や学年を越えた

親子との交流の中で、山口小学校をもっと身近に感じてほしいとの思いから企画されました。 

熱戦を展開 山口地区グランドゴルフ大会 

地域とのつながりを深める「山小親子ふれあい会」 

上山口中と山口中の生徒が大活躍 

 柳瀬川 秋の大規模清掃  「子ども焼いも大会」ふれあい会 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

柳瀬川の最上流をきれいにする

会、更生保護女性会山口支部の方々

の協賛と 5 つのスポーツ団体と茶

道クラブの協力の下、今年も約

800 名の参加がありました。先生

方も売り子として参加する中、子ど

も達の楽しそうな笑い声があちら

こちらで響く賑やかなイベントで

した。昨年度は収益金で図書室にた

くさんの本が寄贈されました。 
好天にも恵まれ、大勢の人が集まりました 暖かいココアが飲みたいね 

 

 

 

 

11 月 13日（木）、山口民俗資料館において、玉井康夫氏を講師に招き、

「富岡製糸場と絹産業遺産群」をテーマにした勉強会が行われました。 

「かつて、所沢は織物の町でもあった。富岡製糸場と絹産業遺産群の世

界遺産登録は、群馬県だけでなく、所沢市を含めた武蔵野も大きく関係し

ている。」と前置きされて、学習が始まりました。明治初期の繊維・織物に

関係するさまざまな人について、そして、それらの人のつながりについて

までにも話が及び、ときおり雑談も交えながら和やかで、有意義な勉強会

でした。 

山口民俗資料館の勉強会では、あまり知られていない身近な歴史を学ぶ

ことができるので、たいへん好評です。 
畳の部屋で和やかに 

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） 

 

 

 

 

 

「山口町谷村」と刻まれています 

８号では、「町谷」と「町屋」、「糟谷」と「粕谷」について紹介しました。右は、

前回、掲載できなかった町谷の旧道にある「町谷村」と刻まれた石塔の写真です。 

今回は、「糟谷」と「粕谷」の続きです。 

相模国から武蔵国、入間を本拠とし威勢を振るった糟谷三郎兼時が居住した世田谷

に粕谷とか伊勢原市に粕屋・糟屋とかの地名が存在します。参考迄に「上粕屋」は北

方位・「下糟屋」は南方位と区別している様子が地図から読み取れます。 

また、地名「糟屋」は平安時代後期より「糟谷」と長く併用され、粕屋姓から⇒粕

谷姓に派生した要因であったようです。鳥羽上皇が建立した安楽寿院の荘園は「糟屋

荘」と称されています。尚、埼玉県の春日部は「粕壁」と表記していたもので米に関

係していると伝えられています。   次号では川辺について紹介します 

 

 

 

 

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 

1 月 7 日、2 月 4 日、3 月 4 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 

山口子ども文庫おはなし会 

 

共催：山口子ども文庫おは

なし会・山口公民館 

日時 

 

 

場所 

本の貸し出し：1 月 10 日、17 日、24 日、2 月 7 日、14 日、21 日、28 日、 

3 月 7 日、14 日、28 日（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：2 月 7 日、3月 7 日 午後 2 時～3 時 

山口まちづくりセンター 

身近な歴史を学ぶ 山口民俗資料館 勉強会 

シリーズ⑦ 行って見よう   
山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 
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こども囲碁教室 

共催：山口囲碁クラブ・山

口公民館 

日時 

 

場所 

1 月 10 日、17 日、2 月 7 日、21 日、3 月

7 日、21 日（それぞれ土曜日）午前 9 時～11 時 

山口まちづくりセンター 

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 

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 

1 月はお休み、2 月 4 日、3 月 11 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 

1 月はお休み、3 月 11 日（奇数月第 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 

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 

1 月 9 日、23 日、2 月 13 日、27 日、3 月

13 日、27 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 

1 月 21 日（水）、2 月 20 日（金）、 

3 月１８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 

 

 

1 月 10 日、24 日、2 月 14 日、28 日、3

月 14 日、28 日（それぞれ土曜日）午前 10

時 30 分開始 

対 象 

 

 

3 歳以上（保護者の方もご

一緒に） 

 

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 

 

1 月 21 日（水）、３月１８日（水） 

午前 11 時開始 

対 象 

 

０歳から 3 歳まで（保護者

の方もご一緒に） 

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。 

平成 27 年所沢市消防出

初式 
主催：所沢市、所沢市消防団 

日時 

場所 

内容 

1 月 7 日（水）午前 10 時～12 時 

所沢航空記念公園内（航空発祥記念館南側） 

第 1 部：式典の部、第 2 部：訓練の部 

・天候不良の場合、訓練の部は中止、

午前10時から航空発祥記念館研

修室において式典の部を開催します。 

第 68 回所沢市山口地区

成人のつどい  

主催：所沢市、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 

日時 

場所 

1 月 12 日（祝・月） 

カントンテーブル 

対 象 平成６年４月２日～平成７

年４月１日に生まれた方 

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 

日時 

場所 

内容 

3 月 7 日（土） 

山口まちづくりセンター ホール 

振り込め詐欺、土砂災害について 

・駐車台数に限りがあるので、自転

車・徒歩でのご来場にご協力をお

願いします。 

 

「和太鼓演奏会」～迫力

ある和太鼓にふれ、チョ

ッピリ体験してみよう！ 

主催：椿峰コミュニティ会

館別館 

日時 

場所 

内容 

 

2 月 8 日（日） 

椿峰コミュニティ会館 別館 ホール 

和太鼓の演奏を聴き、希望者に体験してもらう 

対 象 

参加費 

問合せ 

 

大人・子ども 

入場無料 

椿峰コミュニティ会館 別

館（℡2923- 7922） 

出演 「志・根女（じ・ねんじょ）」「野老（ところ）太鼓」「さやま太鼓」 

 

編 集 後 記 

知人から、「さわやか」に連載中の「山口の自然と歴史」

を興味深く読んでいるとの感想をいただき、うれしくなり

ました。この記事は、広報委員が自ら歩いて山口の自然や

歴史に関する情報を集めており、探れば探るほど、深みに 

はまっていきます。皆さんもぜひ山口の歴史を探ってみま

せんか。すばらしい発見に巡り合うかも知れませんよ。 

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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