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山口まちづくり協議会 
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 5月 20日(日) 若宮町交差点から南山学園東口までの農免道路の 

両側を約１ｋｍにわたり、まちづくり協議会の会員 26名で清掃活動 

を行いました。国道２４８瀬戸東バイパスの開通により、この路線 

の交通量が減り、ゴミの量自体は少なくなったものの、空き缶や空き

瓶、弁当ごみ、車のタイヤや建築廃材などの不法投棄が目立ちました。 

この活動は山口地域まちづくり協議会がセブンイレブン記念財団

の助成を受けて実施しているもので、今年度は4回実施する予定です。 

これからも地域の皆さんにお声がけしながら、地道な活動を続けて

まいります。 

 

6月 9日(土)午後 8時から吉野町地内ビオトープで「吉田川ホタル観賞会」を実施しました。

この行事は山口ホタルの会が毎年行っています。この日は子供から大人まで約６０人の参加が

ありました。 

今年の吉田川ホタルの発育状況は早く、出現ピークはすでに過ぎているとのことでしたが、

それでもビオトープ周りだけでもゲンジボタル、ヘイケボタル合わせて 20 匹以上が観察でき

ます。漆黒の空へホタルが飛び立つと、参加者から歓声が上がっていました。 

 吉田川ホタルは、餌になる

カワニナやホタルの幼虫を

養殖することなく、発育環

境を整備することだけで、

守ってきました。 

これからも・・・。 

吉田川のゲンジボタル 



（浮塵子祭
うんかまつり

） 

おんかの神 おくれよ～  斉藤別当実盛よ～ 

山口では、毎年夏のある日に浮塵子祭を行っています。永らく日本全

国で行われていた行事です。この地方でも矢田川(山口川)下流の村々から順に 

「虫送り」を行い、農作物に害をもたらす虫類を海上の山へ封じ込める神事として、多くの村々で

行われていました。しかし近年の下流地域の田畑の減少により、矢田川流域では幡山地区だけにこ

の神事が残されています。 

起源は、源平の篠原合戦、戦中の老兵斉藤実盛の乗った馬が稲の切り株に足をとられて転倒し、

実盛が非業の死を遂げたことにあります。そ

して「その怨霊がウンカに姿を変えて稲を食

い荒らす」と伝えられ、この怨霊を慰めるた

めに、馬に乗る実盛の藁人形を作って、幟を

立て、鐘太鼓を打ち鳴らし田畑を巡って隣村

の境に幟を立ててくる。 

そんな神事が山口の伝統行事として、毎年

行われています。 

今年の山口八幡社の「虫送り」神事は、

7月 15日に行われます。 

 

本号から広報やまぐち編集部では山口地区の行

事や民話、歴史などを 誌面上に「やまぐち再発見」

として掲載します。楽しみにしてください 

広報やまぐち編集部    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウンカ 

山口連区自治会会員の皆様へ  

当協議会が 4月から実施した「買い物に関するアンケート」にご返答、ご協力をいただき、あ

りがとうございました。このアンケートは地域にお住まいの方の日常生活における買い物の実態

について調査したもので、現状の把握とその結果に基づいた対策を検討するための資料として活

用致します。集計結果がまとまりましたら、広報やまぐち誌面にて報告させていただきます。し

ばらくお待ちくださるようお願いします。 

地域通貨も～やっこ deふれあい祭 中止について 

 6月 10日(日)にも～やっこ広場で開催を予定しました地域通貨も～やっこ 

deふれあい祭は、荒天予想により、中止とさせていただきました。 

年に一度の地域ふれあいの場で楽しみにしていただいている方も多く、 

地域団体の皆様にもご協力いただく予定でしたが、残念ながら中止としま 

した。また来年にはより楽しい企画をもって、皆さんにご満足いただける 

よう努めますのでご容赦お願いします。 

３ 

（昨年の写真） 



 

楽しい講座 

新企画の講座が始まりました。心の思いを筆で表現

したり、簡単な手作り手芸をしてみたり。楽しくワ

イワイ少しの時間を利用して…。新しい趣味がみつ 

かるかも知れませんよ！ 

勤労青少年教養講座 A 

■日時:   全日土曜日で全 10回 

[書]  6/30(土) [書]  7/14(土) 

[書]  7/21(土) [書]  8/25(土) 

[書 ]   9 / 1 (土 ) [手芸] 9/15(土) 

[手芸] 9/29(土) [手芸] 10/13(土) 

[手芸] 11/24(土) [手芸] 12/1(土) 

      10:00～12:00 

■場所:  山口公民館 

※申し込みは締め切りました 

 

 

やさしい太極拳講座 

昨年度に引き続き、太極拳の入門講座がが始まりま

す。太極拳のゆったりとした動きは、忙しい日常か

ら心身を開放し、心と体を芯から癒します。 

また、肩こり・腰痛・ストレス解消・集中力アップ

などの効果が期待されます。 

勤労青少年教養講座 B 

■日時:   全日月曜日で全 8回 

7/9(月) 7/23(月) 

8/6(月) 8/20(月) 

9/3(月) 10/1(月) 

10/15(月) 10/29(月) 

      19:30～21:00 

■場所:  山口公民館 

■講師:  堂脇敏子先生 

※申し込みは締め切りました 

 

 

おとなもこどももハンドクラフト 

トールペイント(ミニ黒板への絵付け)とハーバリ

ウム（花を専用オイルとガラスボトルに入れること

でみずみずしい状態で鑑賞できます）を作ります。 

生涯学習補助事業 

■日時:   全日日曜日で全 2回 

7/22(日) 8/19(日) 

      AM10:00～12:00 

■場所:  山口公民館 

■講師:  安山順美先生・須崎直美先生 

※申し込みは締め切りました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館だより   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 13日（日）に開催を予定してお 

りました「第 3回区民ドッヂビー大会」 

は、天候不良によりやむなく中止とさ 

せていただきました。 

楽しみにされていました区民の皆さま、開催準備 

にご協力いただきました関係者の皆さまには、ご期 

待に沿うことができませんでしたが、ご理解をいた 

だきますようお願いします。 

（山口公民館館長 加藤英憲） 

 

式典開始前 

第 140号 

  

 

YA M A G U C H I  

４ 

開催中止 

撮影 4月 22 日（日）練習日 

 



家族お菓子作り教室 

好評をいただいています「家族お菓子作り教室」を、

引き続き今年度も実施します。 

生涯学習補助事業 

■日時:   全日土曜日で全 4回 

第 1回 9/ 8（土） パン(どうぶつ、ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ他) 

第 2回 9/22（土） チョコクレープ、水ようかん 

第 3回 11/ 3（土） 肉まん、あんまん 

第 4回 12/ 8（土） クリスマスフルーツタルト 

■場所:  山口公民館 

■受講料:  2,000円/1組 

■定員:    家族 20組 

午前の部 10:00～12:00…10組 

午後の部 14:00～16:00…10組 

■講師:  稲葉清美先生 

■締切り:  平成 30年 7月 27日（金） 

■申し込み方法: 申し込み用紙に所定の項目を 

記入の上、公民館事務局へお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

公民館事務局夏季休み 

8月13日(月)～8月16日(木)を予定しております。 

皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承 

のほどお願い申し上げます。 

普通救命講習会（AED取り扱い方法等） 

山口公民館も平成 21 年より AED が玄関横に設置さ

れ、予期せぬ事態に対応が出来るようになりました。 

今年度も山口公民館をご利用されているクラブ、団

体の皆さんを対象に普通救命講習会を開催します。 

■日時:  平成 30年 9月 9日（日） 

AM9：30～11：00 

■場所:  山口公民館 集会室  

■参加人数: 25～30名程度 

■講師:  瀬戸市消防署員 

■締切り:  平成 30年 8月 24日（金） 

※各町内の方もご参加いただけますので、ご希望 

の方は公民館事務局までご連絡下さい。 

ヒマラヤスギ強剪定・マルバヤナギ伐採 

今回市役所に依頼し、公民館とグラウンドの間の 

樹高 20mを超えるヒマラヤスギの毛虫駆除のため強 

剪定と消毒を行ないました。また、公民館グラウン 

ド南側の大イチョウのすぐ西隣で、６月頃に柳絮（ 

りゅうじょ）と呼ばれる白い綿毛を飛ばしていた 

マルバヤナギは、幹が空洞化し倒木の危険があった 

ため、残念ですが根本より伐採しました。 

クラフトテープ手芸講座 

クラフトテープは、牛乳パックや古紙から再生さ 

れた｢環境にやさしいリサイクル素材｣の紙バンドで

す。今回はクリスマスリース作りに挑戦します。 

生涯学習補助事業 

■日時:   全日土曜日で全 2回 

10/27(土) 11/10(土) 

      AM10:00～12:00 

■場所:  山口公民館 

■受講料:  1,200円 

■定員:    20名 

（定員を超えた場合は抽選） 

■講師:  山田三枝子先生 

■締切り:  平成 30年 9月 28日（金） 

■申し込み方法: 申し込み用紙に所定の項目を 

記入の上、公民館事務局へお申し込み下さい。 

 

エンジョイウォーキング 

国宝彦根城とよみがえる城下町を楽しもう！！ 

井伊家とともに繁栄を極めた彦根。国宝彦根城を中

心に先人達が築いた歴史と文化を今に伝える数々の

スポットをウォーキング(約 8km)で巡ってみません

か。ウォーキングの後は、暫しの時間彦根市内で「見

る」、「食べる」、「買う」を楽しんで下さい。 

 

■日時:  平成 30年 11月 4日（日） 

午前 7時 30分受付開始（雨天決行） 

■集合場所: 愛環山口駅ロータリー前 

■参加費:   2000円/1人 

■募集内容: 小学生以上 40名 

小学生は保護者同伴。希望者多数の場合は抽選に 

なります。 

■締切り:  平成 30年 9月 14日（金） 

■申し込み方法: 申し込み用紙に所定の項目を 

記入の上、公民館事務局へお申し込み下さい。 

 

公民館からのお願い 

最近、公民館のグラウンド等におけるゴミの放置 

が目立ちます。区民の皆さんが利用する場所ですの 

で、ゴミ等はお持ち帰りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

５ 

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


 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わくわくタイムは、瀬戸市が主催し、山口地

区社協もふれあい部を中心にスタッフ協力し

ており、「ふれあいタイム」とともに、毎回多

くの児童が参加しています。 

第７9 号 

／ わくわくタイム 

５月９日(水) 山口公民館 

参加者：２２人 スタッフ：１３人 

参加児童：９４人 スタッフ：１１人 

 ふれあいタイムは、地域の人たちが小学校児

童と遊びを通じて交流します。今年度第 1回目

となったふれあいタイム、新一年生は最初のう

ちは緊張の面持ちでしたが、遊び始めるとすぐ

に`とびっきりの笑顔`を見せてくれました。 

 

いきいきサロンは山口地区に

住む地域の高齢者（おおむね６５

歳以上）の方々に向けて、各種講

話や演奏会・ゲームを通じて仲間

作り・健康づくりの場を提供し、

楽しく過ごして頂いています。今

回は瀬戸警察署から特殊詐欺の

講話があり、その後水野久子さん

の「うた健康体操」で体を動かし

て頂きました。 

 

ふれあいタイム ５月２４日(木) 

参加児童：１００人 スタッフ：１５人 

 

 

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。ご協力いただける

方は山口社協事務局までご連絡ください。 

６月７日(木) 

６ 



 

９月１６日（日）午前９時から幡

山東小学校体育館で敬老会を開催

します。山口地区在住の７５歳以

上の方を対象にしています。該当

の方へは７月から地区委員を通じ

てお知らせします。 

 山口地区社協の本年度会員募集

に７３４口(６月１１日現在)のご

加入を頂き、ありがとうございま

した。山口地区社協は本年度も地

域の福祉の推進に取り組んでまい

ります。また自治会役員の皆様、

町内役員の皆様のご協力に感謝申

し上げますとともに、今後とも温

かいご支援をお願い申し上げま

す。 

★会員募集へのお礼★ 

平成３０年度 山口地区社協活動計画 

実施月日 事業内容 

4月 
9日(月) 

13日(金) 

[総会]事業計画・予算・役員選出等 

広報やまぐち第 72号発行 

5月 
9日(水) 

24日(木) 

いきいきサロン第 1回 

ふれあいタイム第 1回 

6月 
7日(木) 

10日(日) 

わくわくタイム第 1回 

「も～やっこ deふれあい祭」に参加 

7月 

11日(水) 

12日(木) 

13日(金) 

いきいきサロン第 2回 

ふれあいタイム第 2回 

広報やまぐち第 73号発行 

8月 4日(土)  も～やっこ祭（ちびっこランド、涼み処） 

9月 
16日(日) 

20日(木) 

敬老会（※75歳以上対象） 

わくわくタイム第 2回 

10月 
10日(水) 

11日(木) 

いきいきサロン第 3回 

ふれあいタイム第 3回 

11月 

3日(金) 

8 日(木) 

15日(木) 

日程未定 

〃 

ふれあい配食（※高齢者世帯対象） 

わくわくタイム第 3回 

広報やまぐち第 74号発行 

若草会と園児のふれあい会 

共同募金 

12月 

6日(木) 

12日(水) 

29日(土) 

ふれあいタイム第 4回 

いきいきサロン第 4回 

おせち料理配布（高齢者世帯対象） 

1月 24日(木) わくわくタイム第 4回 

2月 

6日(水) 

14日(木) 

15日(金) 

日程未定 

ふれあい会食（独居高齢者対象） 

ふれあいタイム第 5回 

広報やまぐち第 75号発行 

「公民館フェスティバル」に参加 

3月 3日(日) ふれあい配食 

 役員会・委員会は原則として毎月開催し、必要に応じて

各部会を開催する。 

防犯パトロール等自治会行事、関連機関連絡会、瀬戸

市社会福祉協議の行事へ随時参加する。 

山口地区社協 活動理念 

みんなで支え合い、いっしょに育つ福祉のまち

７ 



 

地域のための活動で、次の皆さんが表彰されました。 
☆交通安全活動功労者      ☆防火防災功労者      ☆地域安全（防犯）功労者 

竹橋義明さん（大阪町）     三宅和民さん（石田町）   新実 進さん（八幡町） 

鈴木眞人さん（上之山町）    加藤えみ子さん（八幡町）  

第 1 回街頭大監視 

自治会だより    ～地域を安全・安心に～ 

 

    

4月 10日（火）第１回街頭大監視を実施しまし  大勢の皆さんのご協力をいただきました。                         

た。参加していただいた町内会長、交通委員の皆さん   各町内の皆さんありがとうございました。 

ありがとうございました。 

 

７月 

６日（金） 第１回防犯パトロール 
９月 

２３日（日） 第３回地域一斉清掃 

１０日（火） 第２回街頭大監視 ２７日（木） 第６回夜間パトロール 

３１日（火） 第４回夜間パトロール 

１０月 

１４日（日） 〈山口秋祭り〉 

８月 
４日（土） も～やっこ祭 ２１日（日） 〈区民運動会〉 

３０日（木） 第５回夜間パトロール ３１日（水） 第７回夜間パトロール 

９月 

２日（日） 山口地域防災訓練 
１１月 

４日（日） 第２回防犯パトロール 

１６日（日） 〈敬老会〉 ２９日（木） 第８回夜間パトロール 

２０日（木） 第３回街頭大監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

◇7 月～11 月の主な行事予定 

 

 

第２回地域一斉清掃 

今号から、「やまぐち再発見」のコーナーを設けました。昔から山口に住んでいる方に

も、また新しく住み始めた方にも、懐かしくかつ新鮮な情報を掘り起こして掲載してまい

ります。 え？ いえ、決して穴埋め記事ではないです。 （昌） 

８ 


