
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買い物支援プロジェクト委員会 やまぐちの孝行息子稼働中 

山口地域にはスーパーマーケットがなく、買い物に困

窮している高齢者がいらっしゃいます。そこで山口地域

まちづくり協議会と連携し、「やまぐちの孝行息子（買い

物移動支援）」を昨年６月９日から運用を開始しました。

その１年目の利用者数は、延べ３６７人でした。 

コロナ緊急事態宣言で９月に５回、１月から３月には

まん延防止重点措置により７回の運行休止があり、２９

回の実施に留まった結果です。 

それでもこの一年は回数を重ねるごとに利用者が増加

し、今後も増え続けるとの予想から、増車や運行日の追加

について検討を始めています。 

令和４年度は４月１３日から運用を開始し、４７回の

運行を予定しています。 

現在ボランティアドライバーは１３名、今後も地域内で

ボランティアドライバーを継続して募集します。 

親孝行のつもりで参加してください。 

 

 

６ 

第９２号 

 

令和４年度 ふれあいタイム／わくわくタイム (準備中) 

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。 

コロナ禍により、この２年間は一度も開催できませんでしたが、心待ちにしている子供たち

のために、可能な状況になれば開催できるようにと準備しています。 

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。月に１回、木曜日開催、幡東小体育館、午後３時から４時半まで実施しま

す。ご協力いただける方は、山田登美男 090-6337-5357までご連絡ください。 
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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。昨年度

は６４３人の方に会員となって頂きました。この場を借り

て、厚くお礼申し上げます。 

今年度も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～～ 

 

地区社協 ひだまりサロン が始まります。 

山口地区社協では、“ひだまりサロン”の開催場所を八幡社境内と北憩いの家に変え、

“オープンカフェ”的な気持ちの良い空間で仲間が集う喫茶歓談コーナーとして、準備を

進めています。 

 また、各種のセミナーや手芸、音楽演奏なども企画し、楽しんでいただく予定です。高

齢の方に限らず、どなたでもご参加ください。 

 

午前 10 時から正午まで 
参加料 100 円 



  

 

 

 昨年度はコロナ禍で中止が続いた「ふれあい朝市」、今年度の開催予定をお知らせします。主

催は「やる気満々」ですが、コロナ緊急事態宣言等や荒天が予想される場合はやむなく中止する

ことがあります。ご容赦ください。   ＝お問い合わせ 山田昌彦（090-6466-8757）＝ 

  今年もやります。 

昨年設置して好評でした、春の風物詩「こい

のぼり」、４月から５月にかけて愛環山口駅前の

空を泳ぎます。 

地域の子供たちの健やかな成長を願い、そし

て皆さんにコロナに打ち勝つ「元気印」を届け

ます。 

 

山口地域まちづくり協議会 

第１２１号 
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３月２０日（日）午前９時から幡山橋から天

神橋までの山口川両岸堤防道路の清掃活動にお

いて、まちづくり協議会員と地域の皆さん総勢

４０人で１時間半ほどの作業を行いました。参

加された皆さん、ありがとうございました。 

今回は昨年の実施よりも沢山のゴミを回収し

ました。特に中身の入ったペットボトルの放棄

が目立ちます。うんざりするほど捨てられてい

ました。 

キャップを外して腐った飲料を出すだけでも

大変な手間がかかります。臭いし・・・。 

「これまで徐々にごみが少なくなっていたのに・・・。」とがっかりしながら、

当協議会は、当分この活動を続けることとなります。 

令和４年度は、①５/２２(日) ②１１/３（木・祝） ③１/２２(日) ④３/１９(日)

の４回この活動を行う予定です。実施区域は只今検討中ですが、町内回覧等でまたお

知らせします。地域のみなさん是非ご参加ください。 

 

 

写真は昨年撮影したものです 

 



 

 

山口には矢田川（山口川）へ小河川がいく

つも流れ込んでいます。その一つに掛下町の

神明川があります。この名前の由来はどこか

ら来たのでしょうか。それはこの地に神明宮

（伊勢信仰に由来するもの）があったからで

す（弘化 4歳村絵図）。 

明治の終わりごろ「村には社を一つにせ

よ」とお触れがあり、そのために各部落で祭

祀してきた小さな社は廃社となりました。神

明宮もその一つでした。廃社となった神明宮

の鳥居の礎石は掛下町の御鍬さんに移転さ

れ、今も残っています。 

現在、神明宮としての面影は、５月になると神社の木で

あるシイが萌黄色の若葉を出します。シイが山口で見ら

れるのは、八幡社と屋戸町の八劔宮跡、そしてここ神明社

跡だけです。今春、シイの美しい萌黄色を一見してくださ

い。 

なお、神明宮跡の管理は八幡社が受け継いでいましたが、

昭和４２年に八幡社の改築基金として譲渡され、現在は令

和に新しく住宅が建てられ、掛下町４組となっています。 

文責、山口郷土資料館 

 

神明宮（掛下町） 
 

 弘化 4 歳の村絵地図 

お鍬さんに移転した礎石 
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第１回防災訓練 ５月１５日(日)   
 
新型コロナウィルスまん延防止強化措置適用の延長をうけ、実施を延期した「山口連区防災訓

練」を５月１５日(日)午後５時から実施します。震度 6弱の地震が夜間に発生したと想定して、

全連区民を対象とした「黄色いハンカチ大作戦⑥」です。１月に山口も～やっこ地域力協議会か

ら全戸配布された「安否確認カード」を用いますが、従前の黄色いハンカチや黄色い防災ファイ

ルを併用されても結構です。 

そして安否掲示後は、組集合場所に出来るだけ多くの人が集まり、手分けして組域の未掲出世

帯の訪問確認を行ってください。 

 

今回の訓練の重点項目 

① 安否確認カード、黄色いハンカチを併用しての世帯安否の掲示 

② 組集合場所に出来るだけ多くの区域住民が集まり、手分けして区域の安否確認を行う 

③ 災害情報伝達票の完記 
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 地震災害に備える（日頃からの備蓄のすすめ） 

今後３０年以内に７０～８０％の確率で発生する「南海トラフ大地震」、瀬戸市の想定最大

震度は６弱です。家屋が倒壊することはまれですが、多くのけが人の発生やライフライン、流

通網に影響が出ることが指摘されています。 

一方、避難所は感染症のリスクが高まることと、プライバシーが保てない劣悪な環境での生

活となるため、できるならば親戚の家に身を寄せたり、ライフラインが途切れていてもご自宅

が安全ならば、在宅避難という方法をとってください。そのためにも 7 日間分以上の食料・

飲料を家庭内で常時備蓄してください。 

やむを得ず避難所へ向かう際にも、非常持ち出し品と

して最低限の食料・飲料、着替えや季節に応じた防寒衣な

どを持って行ってください。（避難所であっても、物資の

調達・配給に時間がかかる場合があります。） 

 

山口連区防災協議会 

 



やまぐちの一年  

  
令和４年度 山口地域主要行事の予定  

４月 

9 日 (土) 広報やまぐち第８６号発行   

17 日 (日) 弘法祭り   

24 日 (日) 第 1 回地域一斉清掃（水路・町内） 予備日 4/29 

 ５月 15 日 (日) 第１回山口連区防災訓練 午後５時から 

７月 15 日 (金) 広報やまぐち第８７号発行   

８月 
7 日 (日) 山口観音  

27 日 (土) も～やっこ祭 夏イベント  

９月 25 日 (日) 第２回地域一斉清掃（町内） 予備日 10/2 

１０月 
9 日 (日) 山口八幡社秋祭り   

16 日 (日) 山口区民運動会   

１１月 

6 日 (日) も～やっこ祭 秋イベント  

15 日  （水） 広報やまぐち第８８号発行  

20 日 (日) 第２回山口連区防災訓練 午前８時から 

１月 
8 日 (日) 成人式  

29 日 (日) 節分祭（八幡社・山口観音）  

２月 15 日 （火） 広報やまぐち第８９号発行  

※上記予定は変更される場合があります 

八幡川の桜 

地域一斉清掃 

区民運動会 

成人式 

１１ 

秋祭り 

も～やっこ祭 



        

  

 

 

  

 

★青パト隊による防犯活動 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                             

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

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 

2022 年 4 月～7 月の主な自治会行事    

4 月 

5 日（火） 防犯 3 委員研修会  

5 月 

13 日（金） 定例自治会 

7 日（木） 交通委員・衛生委員研修会  １５日（日） 第１回山口連区防災訓練 

8 日（金） 
 
防火防災委員研修会 31 日（火） 第 1 回夜間パトロール 

9 日（土） 定例自治会及び役員研修  
6 月 

5 日（日） 防犯パトロール 

20 日（水） 第 1 回交通街頭大監視 15 日（水） 定例自治会 

24 日（日） 第 1 回地域一斉清掃（水路・町内） 7 月 15 日(木) 定例自治会 

 
１月から２月に地域力協議会主催の「情報伝達 LINE講習会」に参加しました。 

ICT技術で情報伝達が迅速かつ省力化されれば、地域活動での会員間の情報伝達が簡

単になります。スマートホン普及率は年々上昇しており、所持していない人には何らか

の代替措置を講じながら、できるだけ早い時期に地域内の LINE網を作り上げれば、防

災対策や役員さんの負担軽減、そしてそこに新しいコミュニティーが出来上がります。 

「町内会で導入」の話しです。～～夢はすぐそこに～～ （昌） 

編集後記 

１２ 

 

地域を犯罪から守るために、山口連区では様々な防犯活動が行われています。その中でも主要

となる活動を紹介します。 

 山口在住在勤の有志約６０名で結成され、連区

内の防犯見回り、巡回広報そして通学児童の交通

見守りなど、朝、昼、晩と乗務シフトを組んで活

動しています。 

隊員を常時募集しています。 

自治会へお問い合わせください。 

★防犯パトロール 

山口連区の防犯活動 

山口連区の全町内会長、各町内防犯関係委員及

び各団体代表者が一同に参加し、山口区域を歩い

て、地域の防犯体制をアピールしています。 

今年度は６月５日㈰午前９時から実施します。 

★夜間パトロール 

町内会長と各町内防犯委員が青パト車、乗用車に分

乗して、夜間犯罪抑止のために、地域のコンビニエン

スストアや山口駅周辺を重点的にパトロールしてい

ます。今年度は４回実施します。 


