
 

４月５日(金) 満開の桜の中、幡山東保育園で入園式が行われました。今年入園

のお子さんは、０歳児から年長まで３５人、この日から保育園児としての楽しい

生活をスタートさせました。おめでとっ！ 

こんな時にはどうするの？劇で伝える保母スタッフ 



               自治会長就任にあたって 

                    

 この度、山口連区自治会長の大役を仰せつかり、身の引き締まる

思いであります。私は、この山口で生まれ育ち市役所に努める傍ら、

幡山東小学校のＰＴＡ、山口公民館運営委員、山口まちづくり協議

会等、地域のみなさまとともに地域活動を行ってまいりました。 

 山口連区は、昭和５０年代に入り人口が徐々に増加し、現在９,

６０１人（平成３１年 1月 1日現在）となり、瀬戸市全体では人口

が減少するなか、山口地域は、住宅開発が進んだことで人口が増加

しております。 

 また、愛知環状東部線（国道２４８号線バイパス）の供用開始や

愛知環状鉄道の IC カード乗車券の導入（平成３１年３月）等、利便

性の向上も進んでおります。 

このような状況下において、この連区が直面している高齢化による諸問題、３０年以内に７０～

８０％の確率で発生するといわれる南海トラフ巨大地震や近年各地で発生している集中豪雨等に

よる災害防止対策、急増している犯罪や交通事故発生防止対策、子供たちへの育成支援の充実等々

の問題も多く、課題解決に向けて連区のみなさまとともに「安心安全なまちづくり」に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 歴史あるこの山口連区を、微力ではありますが少しでも前進するよう全身全霊努めてまいる所存

でございますので、自治会活動にご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げ、就任のあいさつと

させていただきます。 

 

   ◇  ◇  ◇   ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇ 

             自治会副会長就任にあたって 

                       

               この地に生まれて６２年間、地域の皆様に温かく見守られて、こ

れまで育てて頂きました。今回の就任を機に今まで受けたご恩をお

返ししたいと思っています。 

              この大役を受けるにあたり、私がこれまで係わってきた、              

「地域のまちづくり」、「社会福祉」、そして「防災減災対策」にお

いて、一歩でも二歩でも（半歩であったとしても）前進させること

が私に課された責務として、この二年間を務めてまいります。 

しかし取り組みたいことが多すぎて、ときには暴走するかもしれ

ませんが、山田弘之新会長、本多副会長そして諸先輩の皆様に、ブ

レーキをかけて頂き、ご指導を賜りたいと考えています。 

「暑苦しい男」が自治会に加わりましたが、皆様の変わらぬご協力とご支援をお願いします。 

 

  ※任期は、２０１９年４月１日から平成２０２１年３月３１日 までの２年間です。 

新会長 山田弘之 

新副会長 山田昌彦 

２ 



３月１７日(日)、山口郷土資料館の催しで史跡めぐりが

実施されました。「尾張名所図会」に描かれた八幡社、本

泉寺を中心とした墓碑や古墳などのコースをサンヒル上之

山にお住いの佐野元さん（学芸員）の解説により参加者４

７名で巡りました。 

今まで見ていても気にしていなかった数々の文化財と地

区の歴史に触れて、参加者から感嘆の声が聞こえていまし

た。なおこの史跡めぐりは毎年開催されています。 

３ 

４月１日、矢形町地内に社会福祉法人

菱野団地こどもセンター運営によるや

まぐち保育園が開園しました。 

ここでは、０歳から２歳までのお子さ

んを１９名まで保育していただけます。

（保育時間は午前７時１５分から午後

７時１５分まで。） 働くお母さんの強

い味方になるものと期待されます。 

 

 ３月２日から愛知環状鉄道でも TOICA、manaca、suicaなど

の交通 ICカードが利用できるようになり、これでＪＲ線との

乗り換え時の切符買い足しが必要なくなり、大変便利になりま

した。両側ホームにも自動改札機がそれぞれ設置され、駅員不

在の時間帯にも対応します。利用する上での注意事項がありま

すので、山口駅で配布されている案内パンフレットをご覧くだ

さい。 

弾蔵の常夜灯を見る 解説する佐野さん 山田氏墓碑・千状和尚碑 



 

第 6回山口公民館フェスティバル 

2 月 16 日(土)、17 日(日)の 2 日間、山口公民館フェスティバルを 
開催しました。 
公民館利用クラブ・サークル、山口地区社協他のご協力をいただき、
書道・水墨画・ボールペン画・手芸・生花・ポスターなどの力作を 
展示、フォークダンス・フラダンス・ヴィオリラ演奏の発表が有り、
グランドゴルフ・ボールペン画・モールを使って子犬づくり・太極拳・
エアロビクスを体験してもらいました。 
また、例年のフライングディスク・紙ヒコーキに加えて、新設競技の
「カエル折り紙で三段跳び」に挑戦していただきました。 

公民館だより   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式典開始前 

第 143号 

作品展示 

フラダンス 

太極拳体験 

エアロビクス 

 

モールを使って子犬づくり 

ボールペン画体験 

４ 

YA M A G U C H I  

フォークダンス 

 

ヴィオリラ演奏 

ハーブを楽しむ会 



瀬戸市公民館作品展・舞台発表会他 

2月 9日(土)、10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
らはクラブ・サークル・各種講座の成果作品や、運
動会ポスターの展示を行いました。舞台発表会には、
奏美会(大正琴)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

6 名(20 年 1 名、10 年 1 名、3 年 4 名)の方が功労表
彰を受けました。 

 

1 日目、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ポイントを競いまし
た。(参加者 59名) 
 

紙ヒコーキを折って…ギネスに挑戦! 

2 日目、今回の最高滞空時間は成人男性優勝の加藤
さんの 6.19 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が、3連覇達成と
なりました。(参加者 63名) 
 
 
 

第 4回区民ドッチビー大会のお知らせ 

日時: 2019 年 5月 12日(日) 9:00～ 
      (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。 

 

1 日目、折り紙で「ぴょんぴょんカエル」を折り、
折ったカエルのお尻を指で押し、離すタイミングで
跳ばして、連続 3 回で跳んだ距離の合計を競いまし
た。(参加者 57名) 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

優勝者と成績 
 クラス 氏名 合計 

小学生未満 熊谷たくま さん 14.0pt 

小学生男子 山崎しゅうま さん 16.6pt 

小学生女子 廣田愛梨 さん 14.0pt 

成人男性 井上智隆 さん 22.8pt 

成人女性 石井栄子 さん 18.3pt 

 

優勝者と成績 
 クラス 氏名 滞空時間 

小学生未満 深見せいた さん 2.79 秒 

小学生男子 山崎しゅうま さん 4.28 秒 

小学生女子 廣田愛莉 さん 2.68 秒 

成人男性 加藤英則 さん 6.19 秒 

成人女性 村尾奈々子 さん 4.75 秒 

 

奏美会 

優勝者と成績 
 クラス 氏名 跳躍距離 

小学生未満 田中 なつき さん 150cm 

小学生 小林琉晟 さん 177cm 

成人 加藤英則 さん 130cm 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい会食 ２月６日（水）  山口憩いの家  参加者２９名 スタッフ１５名 

 １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。 

 今回は、マンドリンアンサンブル香具山の皆さんによる演奏と全員で合唱があり、その後、

歓談しながらの昼食会となりました。 

６ 

 山口地区社協は、「地域と世代間の繋がり」を目的として、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、楽しんだ後の参

加賞は「熱々みたらし団子」と「熱々ぜんざい」でした。 

第８２号 

児童と地域の皆さんの集い ２月１７日（日）   山口公民館   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

参加児童６２名、スタッフ９名 

７ 

ふれあい配食 

ふれあいタイム    ２月１４日（木）午後３時から４時半まで 幡東小体育館 

３月３日(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１１９

食のお弁当をお届けしました。 

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３１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 23日  11日  10日  5日  13日 

わくわくタイム  6日  19日  7日  23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。 

「平成３１年度 ひだまりサロン」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。 

いきいきサロンから名前を変え、今年度は２回実施します。 

開催回 第 1回 第 2回 

開催日 7/10(水) 10/9(水) 

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 

 

開催時間： 

午後 3 時～4 時半 

開催場所： 

幡東小体育館 



 

 

 

山口まちづくり協議会 

第 111号 

 

２月１７日(日)午前８時から、南山口町から大坪町、田中

町から石田町までの山口川の両側堤防道路と河川敷の清掃

活動を行いました。今回はまちづくり協議会員とその家族２

８人で実施しました。 

この場所での活動は毎年行っています。今回は軽トラック

２杯分を回収しましたが、例年よりも減っています。 

清掃活動に併せて、ポイ捨て防止の小看板を建植してさら

なる注意喚起を図りました。本当はこんな看板は無いほうが

良いのです。モラルがより向上して、ごみのポイ捨てや犬の

散歩時の糞放置が無くなったときには、撤去したいと思って

います。 

この活動は、セブンイレブン記念財団の助成を受けて実施

しています。 

 地域通貨「も～やっこ」は、ボランティアへの謝
礼や地域商店街の活性化を目的に平成１８年度か
ら運用を開始しています。自治会主催の山口川一斉
草刈（４月・９月）の参加者お礼や敬老会の記念品、
子供会の景品など、地域内で広く活用されていま
す。使っていただくことが地域貢献に繋がります。 
  『ところで皆さんの机の引き出しや財布の中に
も～やっこ券は眠っていませんか？』 

地域通貨は次ページの山口地内の３０店舗でお
使いいただけます。また、もーやっこ祭・ふれあい
祭・ふれあい朝市のほか、コミュニティバス上之山
線の乗車代金としても使用できます。 

使ってみると、結構得した気分になれますよ。 
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挙母街道～省営バス（国鉄・ＪＲ）の話し 

山口地区の中心を南北に通る国道１５５号（２４８号）は、かつては挙母（ころも）街道と呼ば

れた道です。この道を通って永く運ばれたのは陶器を焼く燃料のまきでした。そのまきを馬の背中

につけ、細い道を瀬戸まで運んでいたそうです。 

明治２０年頃から馬車が通るようになったものの、瀬戸坂があまりにも急だったので、明治３０

年台にこの瀬戸坂を比較的楽な坂道に作り直しています。大正３年頃には新道として、現在の場所

に移されています。 

瀬戸の陶磁器産業の発展により、新道はそれまで以上に馬車の交通量が増え、そして大正から昭

和に移る頃、交通主体が馬車から自動車に移り変わりました。 

 昭和５年１０月には、日本で初めての省営バス（国鉄バス・JR バス）が岡崎～多治見間を１日

８往復の路線営業が開始されました。ガソリンエンジンを搭載した２０名乗りの国産車両でした。

この第１号の車両は、現在でも名古屋市「リニア・鉄道館」に展示保存されています。 

また、この路線において、昭和１５年６月記念橋へ向かう

バスが、東本町付近で故障により漏れたガソリンに引火炎上

し、乗客６名が焼死、１０数名が重軽傷を負うという悲惨な

事故が発生しています。当時は「火だるま事件」と注目され

ています。 

 昭和６３年１月愛知環状鉄道が開業し、利用者が激減した

ことで、平成１４年４月 JR バスは路線廃止となり、その役

目を終えました。 

  ―――参考文献 やまぐち今昔 大津文市著――― 
省営バス第１号車 

９ 

※「リニア・鉄道館」から写真をご提供いただきました。 



 

３月２４日(日)午前８時から、連区内全域で地震発生を想定し

た「黄色いハンカチから始まる避難訓練」が実施されました。 

この訓練は、昨年度に自治会・防災協議会で構築してきた、自

助・共助による避難計画の集大成と位置付けられ、全戸配布され

た「防災ファイル」を試用して、各町内会の組集合場所、いっと

き集合場所確認および町域住人相互の安否確認の体制確立を目

指しました。 

結果は、世帯の黄色いハンカチ掲出と声掛け確認を合わせて連

区内６４％世帯の無事が確認されました。 

 

その後、午前９時半から第２部訓練として、幡山東

小学校（グラウンド・体育館）で山口も～やっこ地域

力協議会による避難所スタッフ集結訓練と運営のた

めの研修会が開催されました。 

災害はいつ起きるのかわかりません。山口連区自治

会では、早期のうちに「どんな時でも発動できる地域

の防災体制」を確立したいとしています。 

 

１０ 



 

 
平成３１年度 山口地域の主要行事予定  

４月 

13 (土) 広報やまぐち第７6 号発行   

14 (日) 春弘法   

20 (土) 第 1 回地域一斉清掃（町内） 予備日 4/28 

５月 
12 (日) 山口区民ドッチビー大会   

26 (日) 第 2 回地域一斉清掃 予備日 6/2 

６月 9 (日) 地域通貨も～やっこ de ふれあい祭り 

７月 12 (金) 広報やまぐち第７7 号発行   

８月 
3 (土) も～やっこ祭 予備日 未定 

4 (日) 山口観音   

９月 
15 (日) 敬老会   

22 (日) 第 3 回地域一斉清掃 予備日 9/29 

１０月 
13 (日) 山口八幡社秋祭り   

20 (日) 山口区民運動会   

１１月 
15 

17 

(金) 

(日) 

広報やまぐち第７8 号発行 

山口連区防災訓練 
  

１２月 未定 
  

  

１月 12 (日) 成人式   

２月 

14 （金） 広報やまぐち第 79 号発行  

１５、１６  (土、日） 公民館フェスティバル   

３月 未定       

 

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 

秋祭り 

※上記は当初予定であり、変更される場合があります。 



       

 

退任あいさつ      前自治会長  原 秀夫     
  温かいご支援とご協力
の下で任期を大過なく終え
ることができ、地域の皆様
方には深く感謝を申し上
げます。 

昨年度、瀬戸市の地区防
災計画モデル地区に指定さ

れ、防災・減災体制の構築に
取り組んでまいりました。昨年

９月に行った自助・共助を中心とした訓練には、各
町内たくさんのご家庭で黄色いハンカチを掲げて
頂きました。3 月にも２回目の自助・共助訓練を行
いましたが、その訓練の後、山口も～やっこ地域力
協議会の会員の方々に避難場所開設訓練を実施し、

震災発生直後に発生する課題に必要な知識を共有
して頂きました。 

 しかし体制づくりは始まったばかりです。３０年
以内には８０％の確率で大きな震災が発生するこ
とが予想されています。発生時には多くの人命を守
り、早い復興への対応ができるように、山口地域全
体で防災意識の高揚を図り、災害に備えることが、
安全・安心なまちづくりには欠かせない大切な要素
だと思います。 

 新自治会長の下、山口地域が益々発展し、より安
全・安心で住み良いまちになることを祈念いたしま
して退任のあいさつと致します。 

 

  ２年間本当にありがとうございました。 

  

 

   

  

  

 

 

  

                                                             

 

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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 

◇自治会決算・予算◇ 

巷の慣用句「平成最後の広報やまぐち発行です。」と云って、特に感慨はありません。＞＜  

新しい元号になっても、地域に愛されるための誌面づくりは不変です。（昌） 

  

編集後記 

１２ 

 2019 年 4 月～6 月の主な行事   〈 〉は地域行事 

4月 

9 日（火） 防犯 3 委員研修会 
 

10 日（金） 第 1 回街頭大監視 

10 日（水） 交通委員・衛生委員研修会 

5月 

12 日（日） <区民ドッチビー大会> 

12 日（金） 防火防災委員研修会 26 日（日） 第 2 回地域一斉清掃 

13 日（土） 定例会及び役員研修 31 日（木） 第 2 回夜間パトロール 

20 日（土） 第 1 回地域一斉清掃 
6月 

9 日（日） <地域通貨 de ふれあい祭> 

26 日（金） 第 1 回夜間パトロール 28 日（金） 第 3 回夜間パトロール 

 〈〉内は地域行事 


