
 

 

 田中町地内、山口川河川敷に咲く花が満開

となりました。（３月２５日撮影）この桜が咲

いて、山口へ本格的な春がやって来ます。 

５０年ほど前のこと、田中町の方が岐阜県

根尾谷にある淡墨桜うすずみざくら（樹齢１５０

０年）の淡麗な姿に感動して現地で苗木を購

入し、この地に植え付けたということです。

今では大木となり、春の先駆けに清らかな花

を咲かせて多くの人を楽しませてくれます。 

山口の春の主役「八幡川の桜」の今年の満

開は、この花より７日後でした。 



 この度、山口連区自治会副会長に推されましてお受けする

ことになりました。 

この大役をお引き受けするにあたり、私自身では力不足な事

をよく承知しております。これからの二年間、諸先輩方々が

築き上げた安心して暮らせる街づくりやさまざまなイベン

トを通して相互の交流をはかれるよう活発な活動を心がけ

たいと考えております。 

微力ではありますが皆々様に助けて頂きながら精一杯務

めさせて頂く所存です。皆様方のご支援とご協力をお願いい

たします。 

※ 任期は平成 30 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日です。 

＝＝ 新自治会役員就任のごあいさつ ＝＝ 

自治会副会長就任にあたって     本多 寿雄 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＝＝ 国府宮はだか祭り奉納大鏡餅がやってきた ＝＝ 

山口八幡社沿道 ２月２６日(月) 
 

 
稲沢市国府宮はだか祭りに奉納される大鏡餅が市内パ

レードの皮切りに八幡社へやってきました。この大鏡餅は

瀬戸市として５４年ぶりの奉納で、尾張東地方卸売市場内

で大勢の人によりつかれたものです。(もち米５０俵、総

重量４㌧) 

八幡社沿道には、地域の皆さん約８００人が、大鏡餅を

一目見ようと集まり、到着した瞬間に大きな歓声が沸き上

がりました。 
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平成３０年３月２９日（木）国道２４８号瀬戸東バイパス

の屋戸橋・塩草間が開通し、午前１１時より開通式が行われ

ました。式典後には隊列を組んだ車のパレードがあり、その

後、一般車両の通行が開始されました。 

当日の式典には、瀬戸市長をはじめ県や市の関係者など多

くのご来賓や４００人余りの地域の皆さんが参加され、ぜん

ざいの振る舞いや交通安全グッズの配布などがありました。  

この道路の開通により、地域の生活は便利になったもの

の、通行量が多くなり、交通事故の危険性も増大します。特

に歩行者の事故が心配され、地元の皆さんには事故に合わな

いよう十分にご注意ください。 

３ 

 国道 248号瀬戸東バイパスが開通！！ 

   屋戸橋付近で開通式が行われました。  3月 29日（木） 



 

 

 

 

平成３０年２月２５日（日）に愛知環状鉄道山口駅南側に

大時計が設置されました。 

これは山協会（会長：山田捷彦）が駅利用者の役に立てば

との思いから寄贈されたものです。 

 

 

 

平成３０年３月２５日（日）９時から、山口ホタルの会と愛工大土木工学科教員、学生の１７名

が海上の森センターの北側にあるビオトープ（ホタル幼虫の育成水場）の清掃を行いました。 

ビオトープは、平成１７年に設置されましたが、十数年の間に吉野川の水と共に土砂が流入し 

葦（ヨシ）が繁殖してしまいました。葦を取り除きホタルの棲み易い環境を取り戻すため清掃作業 

を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第１部会 

第１部会では道路整備をはじめとする都市基

盤に関する活動を行うなかで、愛知環状鉄道山口

駅広場を活用する目的で数年前から「クリスマス

コンサート」を開催しています。昨年から広場の

改修工事のため、北側に隣接するＪＡあいち及び

ティアの駐車場で行っており、今年も同じ場所で

開催しました。駅周辺の活性化に繋がれば幸いで

す。また、「も～やっこ広場」のアジサイの管理や

各公園の有効利用についても企画検討しています。 

山口まちづくり協議会 

第 107号 
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〇第２部会 

第２部会は、生活環境・環境衛生に関する活動

を行い、ゴミ減量を中心とした活動を行っていま

す。山口地域の市道、県道、国道では歩行者、車

からのポイ捨てなどにより不法投棄が後を絶ちま

せん。少しでも“ごみゼロ”の環境を維持するた

め年４回の「ごみキャラバン」清掃活動を行って

います。１１月には幡山中学校の生徒を始め１４

７名以上の参加を頂き道路の清掃活動を行いまし

た。また、２月１８日（日）には山口川河川敷の

清掃を実施し約２６名の参加頂きました。 

一人ひとりが“ごみゼロ”の意識を持っていただきたいと願っております。地域の皆さまも「ご

みキャラバン」に参加協力をお願い申し上げます。 

 

〇第３部会 

当部会は、まちづくり協議会の全事業の中で、地

域住民間のふれあい交流の促進と、地域通貨の利用促

進・管理の専門部会として活動しております。主な活

動として毎月第２日曜日朝８時３０分から山楽さん

南広場で「ふれあい朝市」を開催しております。現在

は、毎年６月の第２日曜日に山口川河川敷広場（も～

やっこ広場）での「地域通貨も～やっこｄｅふれあい

祭」の開催に向けて企画・準備を行っております。合

わせて地域振興・活力を目的とした「地域通貨」の利

用拡大策を検討しています。 

平成２９年度の部員数は２９名で、毎月第４水曜日の夜に部会議を実施しております。毎回多

くの建設的な意見が出され予定時間を過ぎることもあり、意義のある会議が形成されております。 

また、各事業においても個人個人の特技や専門技能が発揮された活動となっております。 

 

〇第４部会 

当部会は、主に広報に関する事業と協議会員の研修に関する事業を行っています。 

（１）まちづくりニュース号外の発行 

「広報やまぐち」の発刊とは別に、その隙間を埋める広報誌として第３部会が行う朝市の折

り込みチラシの裏面を有効利用させていただき、まちづくりニュース号外とし毎月第２日曜日

の前日に発行しています。これは、まちづくり協議会の活動をみなさま方にタイムリーにお知

らせすることを目的としております。発行部数は各回２８００部です。 

（２）ホームページの作成及び管理 

まちづくり協議会の主な活動及び、毎月の会議内容の保存も合わせてホームページを作成し

ています。 

（３）研修活動 

 協議会員として見識を広め地域活動に役立てるために毎年視察研修を行っています。 
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第 5回山口公民館フェスティバル 

2月 3日(土)、4日(日)、第 5回山口公民館フェスティバルが、山口公民館
で開催され、2日間で延べ約 400名の皆様にご来館いただきました。 
公民館利用の 13クラブ・サークルと山口地区社協、山口棒の手保存会の参
加をいただき、書道・水墨画・ボールペン画・手芸・生花・クラフトテープ
手芸・ポスターなどの力作を展示。ダンス・大正琴演奏・棒の手演技の発表
かあり。グランドゴルフ・ボールペン画・クラフトテープ手芸・折り紙・エ
アロビクスを体験していただきました。 
「フライングディスクを使って…」、「紙飛行機を折って飛ばして…」の他、
体験・見学後に、1 日目やきいも 200個、2 日目コーンスープ 200 杯を配布
しました。山口地区社協によるみたらし団子&ぜんざいの接待もありました。 
公民館では、今回参加いただいたサークルの他にも、様々なサークル活動
が行われています。詳しくはホームページをご覧いただくか、山口公民館ま
で気軽にお問い合わせください。 

公民館だより   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式典開始前 

第 139号 

ホクホクやきいも 

作品展示 

フラダンス 

棒の手演技 

大正琴演奏 

 

クラフトテープ手芸体験 折り紙体験 

 

ボールペン画体験 

６ 

YAMAGUCH I  

コーンスープ配布 

「幽」 



瀬戸市公民館作品展・舞台発表会他 

1 月 27 日(土)、28 日(日)、瀬戸蔵で瀬戸市公民館
作品展・舞台発表会が開催されました。山口公民館
から水墨画同好会、ボールペン画山口教室、こぶし
の会(書道)、めだかの学校(手芸)、クラフトテープ
手芸講座、運動会ポスターなどの作品展示を行いま
した。舞台発表会には、ラウハラ瀬戸(フラダンス)
が出演しました。 
同時開催の瀬戸市公民館大会では、山口公民館より
11名(20年 4名、10年 3名、3年 4名)の方が功労表
彰を受けました。 

…  

2 月 3 日(土)、ゲッターナインを抜いたパネルの数と、
ディスクを飛ばした距離の合計で競いました。ディスクを
思った方向に飛ばすのは難しいようで皆さん苦戦してい
ました。(参加者 92名) 
 

紙ヒコーキを折って飛ばして…ギネスに挑戦! 

2 月 4 日(日)、今回の最高滞空時間は加藤さんの 8.5 秒
で、“やまぐちの”ギネス記録 10.26 秒を超えることがで
きませんでした。ちなみに、室内滞空時間のギネス記録は
戸田拓夫(折り紙ヒコーキ協会会長)さんの 29.2秒です。 
成人男性優勝の加藤さんは 2 連覇。親子で優勝の後藤蒼
空さんは 3連覇を達成しました。(参加者 86名) 
 
 
 

第 3回区民ドッチビー大会のお知らせ 

日時: 平成 30 年 5月 13日(日) 9:00～16:00 
      (雨天中止) 
場所: 山口公民館グラウンド 

 詳細は、自治会回覧、ホームページ等でご案内 

いたします。 

平成 30 年 4月 2日(月)から 

山口公民館の事務協力員 常駐時間が 

８時間(9:00～17:00)に変わりました 

取り組み内容 
・公民館利用の申込み受付の利便性の向上を目指し 
ます。(申込みや鍵の受け渡しの時間延長) 

・地域住民の交流の場所として空きスペースを提供
します。 

 
 
 
 
 
 
 
クラブ、サークル活動の場として公民館をより一層 
ご利用ください。 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口公民館事務局 TEL.87－0700  FAX.42－8777  (土日祝を除く 9：00～17：00） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://yamaph.wp.xdomain.jp  E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yamaguchi-ph@ninus.ocn.ne.jp 
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親子で優勝の 
後藤さん 

優勝者と成績 
 クラス 氏名  遠投 合計 

小学生未満 小笠原かんた さん 5pt 13.8pt 18.8pt 

小学生男子 山田蒼太 さん 3pt 41.3pt 44.3pt 

小学生女子 廣田愛梨 さん 5pt 29.9pt 34.9pt 

成人男性 井上智隆 さん 6pt 33.5pt 39.5pt 

成人女性 水野真純 さん 3pt 28.1pt 31.1pt 

 

優勝者と成績 
 クラス 氏名 滞空時間 

小学生未満 ふかみかなた さん 2.0 秒 

小学生男子 後藤蒼空 さん 2.9 秒 

小学生女子 相澤優希 さん 2.6 秒 

成人男性 加藤英則 さん 8.5 秒 

成人女性 後藤裕美 さん 5.4 秒 

 

成人女性優勝 
水野さん 

小学生男子優勝 
山田さん 

成人男性優勝 
加藤さん 

ラウハラ瀬戸 

功労表彰(20 年)の方々 作品展示 

作品展示 

http://yamaph.wp.xdomain.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７８号 

ふれあい会食 ２月７日（水）  山口憩いの家  参加者３６名 スタッフ１３名 

 年に 1回のふれあい会食は、高齢者の皆様に楽しみにしていただいているイベントです。 

 今回のアトラクションは、大坪町にお住いの山田明美さんによる演歌舞踊ののちに、歓談

しながらの昼食会となりました。 

８ 

児童と地域の皆さんの集い ２月１２日（日）   山口公民館   

 山口地区社協は、「地域と世代間の繋がり」を目的として、今年も公民館フェスティバル

に参加しました。 

若草会の皆様の協力を得て、グラウンドゴルフ体験を実施しました。寒風の中、参加ご

ほうびは、恒例の「熱々みたらし団子」と「熱々ぜんざい」を皆で頬張りました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

ふれあい配食 

ふれあいタイム    ２月１５日（木）午後３時から４時半まで 幡東小体育館 

３月３日、一人暮らし・ご夫婦の高齢者世

帯を対象に、ご様子確認を目的とした「ふれ

あい配食」事業を実施し、合計１２８食をお

届けしました。 

地区社協会員募集について 

山口地区社協は、「みんなで支え合い、一緒

に育つ福祉のまち」を活動理念として、様々な

事業を展開しています。この運営は皆様の年会

費を活動資金としています。４月から町内委員

を通じて会員募集（年会費 1,000円）を行って

います。多くの皆様のご入会とご支援をお願い

します。 

     ～～山口地区社協～～ 

５回目 

「平成３０年度 ふれあいタイム／わくわくタイム」開催日のご案内 

ふれあいタイムは小学校低学年児童と地域の人たちが遊びを通じて交流することを目的として開催し

ています。わくわくタイムは瀬戸市せとっ子ファミリー交流館の主催です。 

開催日 ５月 ６月 ７月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 

ふれあいタイム 24 日  5日  11日  6日  14日 

わくわくタイム  14 日  20日  8日  24日  

ふれあいタイム・わくわくタイムの援助スタッフを募集しています。元気な子供たちと一緒に遊んで

みませんか。ご協力いただける方は山口地区社協事務局までご連絡ください。 

参加児童７３名、スタッフ１７名 
山口地区社協は、ふれあいタイム

の遊具としてスポーツスタッキン

グセットを２基購入しました。しっ

かり練習して、ゆくゆくは競技大会

出場かな！ 

９ 

「平成３０年度 いきいきサロン」開催日のご案内 

高齢者を対象に健康や防犯等セミナー、演奏会、趣味の会を

通じて、仲間づくりや健康の場づくりを目指して開催しています。 

開催回 第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 

開催日 5/9(木) 7/11(木) 10/10(木) 12/12(木) 

開催時間：午前１０時から１１時３０分まで 

開催会場：山口公民館集会室 

※６５歳以上の皆様、気軽にご参加ください 

開催時間： 

午後 3 時～4 時半 

開催場所： 

幡東小体育館 



＝＝ 必ず来る災害に備えて ＝＝ 

山口連区防災協議会 鳥居正明   

東日本大震災から、まだ 7年しか経っていません。しかし皆さんの防災に対する意識は、徐々に

薄くなっているように思えます。この東海地区にも必ず災害がやって来ることを、もう一度考えて

頂き、今後に実施する様々な訓練に積極的に参加してください。また、山口連区防災協議会では、

山口地区の将来の担い手である子供たち向けに「防災教室」を開催してまいりますので、何卒ご協

力お願いします。 

平成３０年度の「山口の自主防災」は、も～やっこ地域力協議会でより一層の防災・減災体制を

検討することとして、自治会や各地域団体と連携し、いろいろな場面に対応できるよう協議してま

いります。地域の皆さんには、「各家庭での防災意識の高揚」と「いざという時の備え」を啓発し

たいと考えています。 

必ず来る災害に備えて、皆さんと共に頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝ 山口分団員一丸となって頑張っています ＝＝ 

山口分団長 坂 直人   

 当分団は発足して３年目を迎え、現在１７名の団員と２名の支援団員で、地域防災の充実強化を

図るために、各種訓練や夜間パトロールなどの活動を行っています。 

発足以来、瀬戸市操法大会の優勝、昨年８月の愛知県操法大会の準優勝など、日頃の訓練成果を

発揮することができました。これも地域の皆様、自治会関係の方々のご理解ご協力の賜物だと深く

感謝申し上げます。 

 現在は４月末に行われる瀬戸市操法大会に向けて、分団員一丸となって厳しい訓練を重ねており

ます。また８月の「も～やっこ祭」には、皆様にはしご乗り（階梯操法）を披露したいと思います。

今後とも山口分団へご支援ご協力をよろしくお願いします。 
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平成３０年度 山口地域の主要行事予定  

４月 

15 (日) 春弘法   

14 (土) 広報やまぐち第７２号発行   

22 (日) 第 1 回地域一斉清掃（町内） 予備日 4/29 

５月 
13 (日) 山口区民ドチビー大会   

27 (日) 第 2 回地域一斉清掃 予備日 6/3 

６月 10 (日) 地域通貨も～やっこ de ふれあい祭り 

７月 13 (金) 広報やまぐち第７３号発行   

８月 
4 (土) も～やっこ祭 予備日 8/5 

5 (日) 山口観音   

９月 

3 (日) 山口総合防災訓練   

16 (日) 敬老会   

23 (日) 第 3 回地域一斉清掃 予備日 9/30 

１０月 
14 (日) 山口八幡社秋祭り   

21 (日) 山口区民運動会   

１１月 15 (木) 広報やまぐち第７４号発行   

１２月 8 (土) クリスマス・コンサート   

１月 13 (日) 成人式   

２月 
未定 (土、日） 公民館フェスティバル   

15 （金） 広報やまぐち第 75 号発行   

３月 未定       

※ 上記行事は予定であり、変更の場合もあります。 

やまぐちの一年 

八幡川の桜 

も～やっこ deふれあい祭

ドッチビー大会 

も～やっこ祭 区民運動会 

成人式 

１１ 

敬老会 

クリスマス・コンサート 

八幡社秋祭り 



自治会だより    ～地域を安全・安心に～ 

第 3回防犯パトロール ３月４日（日） 

本年度最後の第３回防犯パトロールを実施しました。天気

にも恵まれ、たくさんの方に参加していただきまし。た。参

加していただいた各町内会長さんはじめ防犯３委員、防災協、

社協、まち協、若草会、幡山東小学校 PTA、少年センター、

民生児童委員、山口駐在のみなさん。ありがとうございまし

た。山口地域の安心・安全のために来年度も実施したいと思

います。皆様のご協力をお願いします。 

  

 

 

 

  

自主防犯活動の一環として「山口連区内」を青色回転灯車（通称・青パト）によるパトロールを

実施しております。連区内の犯罪（侵入盗、車上狙いなど）抑止及び交通事故防止に努め、安全安

心なまちづくりの推進に貢献することを目的に活動しておりますが、あくまでもボランティアのた

め、余暇の範囲で、また日常生活の負担とならない程度で意欲のある方の入会を期待します。  

                               お問い合わせ 山口連区自治会内（青パト委員会） 

  

 

 

問い合わせ先 山口連区自治会 八幡町 3番地 tel/fax:87-2103 山口公民館 田中町 108番地 tel:87-0700 

編集後記 

１２ 

－ 

昨年度は、地域の大きな行事の中心である秋祭りが雨で中止となり、また、運動会も

衆議院総選挙と重なり中止となりました。たいへん残念でした。今年度はすべての行事

がさわやかな晴天に恵まれ盛大に開催されますよう祈りましょう。（I）            

=  青パト委員大募集  = 


