
 

７月２３日（土）、新型コロナウィルスの感染者が第７波として増

え続ける最中、山口八幡社で３年ぶりの夏祭りが開催されました。

従来から悪疫を防ぐ神事として伝えられている茅の輪くぐり行事

において、多くの人が「無病息災」、「家内安全」を願いました。 

そして、午後８時からは、奉納花火が打ち上げられ、地域の安全

が祈念されました。 

他方で、残念ながら「2022も～やっこ祭夏イベント盆踊り」の中

止が決定しています。 

 



2022も～やっこ祭夏イベント盆踊り 
開催中止 

 新型コロナウィルス感染者が増加し、第７波として拡大し続ける最中、８月２７日(土)に開催を

準備しておりました「2022も～やっこ祭夏イベント盆踊り」を中止することといたしました。 

このまま感染者が増え続けることで、人流抑制・行動制限が通達される場合があること、開催ス

タッフの確保が難しくなること、何よりもご来場の皆さんが安心してこのイベントを楽しむことが

出来なくなり、地域交流という目的が達成できなくなることから、これまで準備していましたこの

夏イベントを中止することといたします。 

楽しみにしていただいた皆様には、誠に残念ですが、来年には再企画したいと考えておりますの

で、ご承知いただきたいと存じます。 

なお、１１月６日(日)に開催を予定する「2022も～やっこ祭秋イベント」については、開催す

べく引き続き準備を進めています。 

も～やっこ祭実行委員会委員長 山田辰巳 

買い物支援プロジェクト委員会 やまぐちの孝行息子 運用実績 

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

山口も～やっこ地域力協議会では買い物支援プロジ

ェクト委員会を結成し、「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。 

本年度は４月１３日から毎週水曜日に運行し、７

月までの４か月間の運用実績を取りまとめました。 

運行日数 １５日 

利用者数 延べ１７０人 

車両総走行距離 １，０７８km 

 

 これまで買い物に行けることを楽しみにしていらっしゃった利用者の方が健康上の理由で買

い物に行けなくなり、買い物困窮者に戻ってしまわれたり、地域には家族に病人がいて買い物

に行けない方も大勢いらっしゃるものと推測することから、買い物支援プロジェクト委員会で

は、そんな方にも利用していただけるシステムを検討しています。 

また、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募集していま

す。親孝行のつもりで参加してください。 
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今年も４月から５月にかけて、愛環山口駅ロータ

リー花壇に“こいのぼり”を設置しました。 

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」をお届けしま

した。 

山口まちづくり協議会 

第１22号 
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「このまちをキレイにしたい・・・。」

の合言葉の下、山口地域の皆様が“ご

みゼロ”の環境で気持ち良く過ごせる

よう、年４回の「ごみキャラバン」清

掃活動を行っています。 

今回は、今年度第１回の活動として、

田中町、山口町、若宮町にわたる地域

の清掃を行いました。 

 ご参加いただいた皆さん、ありがと

うございました。 

吉田川のホタルは、頭数こそ少ないものの、エサを含めた養殖を一切行わず、生息環境を

整えることで、毎年のように神秘的な光を放ってくれます。 

山口ホタルの会では、５月２８日あいち海上の 

森センターにてホタル研究の第一人者の遊馬正秀 

先生をお招きして。ホタルの生態やその保護の 

方法などの講演をお聞きし 

ました。 

また５月２８日と６月４ 

日には,吉野町ビオトープ 

でホタルの観察会を行いま 

した。 

 遊馬正秀先生 
ホタル観察会の様子 



 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道しるべ（道標）① 

山口地域には、江戸時代からの道標がいく

つか残されており、今回は、若宮町にあった

ものを紹介します。 

若宮町２丁目鈴木留之さん南西角にあり、宅

地造成の際、隣家の山田斉さん宅で ３０年近

く保管され、山口郷土資料館設立時に寄贈され

たものが写真の道標です。 

「右ヒロミ道、左赤津道、明三八三一」と刻

まれていますが、明三が何を意味しているのか

は不明です。 

かつて毎年

１０月になると近隣住民で「道なおし」作業を行っていま

した。そのときの資料に、次の逸話が残されています。 

この道標の手前に駄菓子屋があり、そこの主人はイタズラ

が好きで、道行く人に「赤津に行くにはどちらか。」と尋ね

られたときの話し、主人は「赤津と反対のヒロミ道を教え

てやった。今頃困っているだろうな。」と・・・。 

             文責、山口郷土資料館 

 

 

 わくわくタイムは、瀬戸市が主催し、山口地区社協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。 

６月９日は、１・２年生対象に３５名枠（コロナ禍による感染拡大防止対策として）で開催

されました。（１年生１１名、２年生９名、市より３名、スタッフ１１名参加） 参加した児

童はゲーム、なわとび、ドッジボールなどをして楽しい時間もあっという間に終わりました。 

次回は１１月に開催する予定です。 

   

第９３号 

わくわくタイム ６月９日(木) 午後３時から午後４時まで 幡山東小学校体育館 

４ 

 

道標のあった場所 

若宮町にあった道標 



 

９月１７日（土）から２０日(火)までの４日間の午前中に山口憩いの家で、※７５歳

以上の高齢の方を対象に敬老の日記念品を配布いたします。（※山口地区在住での昭和２

３年４月１日以前にお生まれの方） 

 

配付日 9月 17日㈯、18㈰、19日㊗、20日㈫ 

配付時間 各日とも午前９時半から正午まで 

配布時に受領書のご記入をお願いします。 

呈茶コーナーやミニセミナーも同時に開催します。 

 

詳しくは、本広報誌と同時に全戸配布された 

リーフレットをご覧ください。 

５ 

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

 

ひだまりサロン ７月４日（月）午前１０時から午前１１時半 山口北憩いの家   

山口地区社協の今年度からリニューアルした事業としてひだまりサロンがあります。 

第１回は、６月６日（月）に実施しましたが、あいにくの雨、参加者はごくわずか！ 

第２回目、７月４日（月）実施もやはり雨！ それでも１２名の高齢の方々に参加いただ

き、にぎやかな時間となりました。第２回目は介護予防プラグラムの体操を TRY Sutdioの 

颯田さんをお招きして、予防体操をご指導いただきました。参加された方からは「楽しく 

運動ができた」と喜びの声が上がっています。次回の開催は１０月３日(月)です。 



 

公民館だより   
 

 

＜募集中の講座＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今年度予定講座＞ 

 

 

 

 

 

＜開催中の講座＞ 

 

 

 

第 154号 YA M A G U C H I  

ミニテニス教室 卓球教室 

大きいボール 

柄の短いラケット 
を使用 

ソーイング教室 着物リメイク 

チャンキーニットでかご作り 

家族料理教室 

シニアの料理教室 

小学生の交通安全講座 

詳しくは HPをご参照ください。 

健康太極拳講座 親子で華道教室 

女性のための健康体操教室 ペットボトル回収 

山口公民館ではペットボ

トルを回収しています。 

（キャップの回収はして

いません） 

今年度開催する教室・講座です。詳細は全戸配布によるチラシ、ホームページをご覧ください。 

皆さんふるってご参加ください。 
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ゴミの持ち帰り 

グランドにゴミを捨て

ないよう、持ち帰りをお

願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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～公民館所属団体紹介～ 

今年度もコロナ禍の影響が残っていますが、公民館所属団体（クラブ）の活動が活発に行われていますので、

ご案内させて頂きます。随時メンバーを募集しています。 

 
H・Ｔ・Ｂ（ビーチバレー） 山口若草会（南部・北部）グランドゴルフ 

山口卓球クラブ 山口ソフトボール愛好会 

山口公民館グランド整備 

6月 12日（日）公民館の運営委員によるグラ

ンドの草刈り作業が行われました。暑い中で

の作業大変ご苦労さまでした。 

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


 
 

 

 

 

 

自治会事業所協力金 ありがとうございました 
 山口連区自治会では、毎年地域の事業所の皆様に「事業所協力金」をいただいて、自治会の防犯・

防災事業をはじめ各種の事業や地域の諸団体の活動資金として活用させていただいています。 

令和４年度は、６４事業所から総額６８６千円のご協力をいただきました。 

自治会協力事業所（順不同） 
瀬戸総合卸売市場㈱ ㈱ＴＳメタル ㈱坂野電機製作所  ㈲野村商事  (社）薫徳会エイジトピア南山口 

㈱ワセ田  名糖産業㈱  共立マテリアル㈱ ㈲入江商会  ㈱ダイニチセラミック  山竹工業㈱ 

ファミリーマート瀬戸大坪町店  ファミリーマート瀬戸大坪北店   ㈲成瀬製作所  ㈱伊藤忠工業所  

平田工業㈱  ナニワ電気工業㈱  瀬戸防災㈲ グルーポホームあかり・ディサービス共想いの家 

㈱ウツミテント  日本共産党尾張東地区委員会  あいち尾東農協山口支店   山口歯科クリニック 

といち屋  セブンイレブン瀬戸山口町店  こんどう眼科  TRY studio  味鮮館  ㈲山田工務店 

セラドリーム㈲ ㈱月昇天  東海設備工業㈱  瀬戸信用金庫山口支店  （医）宏和会あさい病院 

日本調剤瀬戸山口薬局 モスバーガー瀬戸山口店  ココカラファイン矢形店  アリーナ薬局瀬戸店 

やまぐち保育園   大沢耐火㈱ ㈱勝谷商店  瀬戸チップ工業㈱  三洋電陶㈱ ㈱Auto Glass Seto 

㈱成田製陶所  瀬戸山口郵便局  瀬戸セントラル歯科  カトービジネス㈱ ㈱高陽測量設計事務所  

コメダコーヒー瀬戸山口店  クイーン  金谷製陶所  コスモ石油（㈱東中部カンパニーセルフ菱野） 

百姓庵 とりいクリニック  ㈱いずみオオツカ介護サービス瀬戸  ㈱山本窯業  ㈱三輪器械 

とうふ屋しろ  ケア調剤薬局石田店 (学）南山学園聖霊高等学校・中学校  海上の森の会 

㈱恵（ふわふわ瀬戸・リル瀬戸）  (合)ROYGBIV 

青パト事業所協力金 ありがとうございました 
 山口連区では、土日を除く毎日、朝・昼・晩、地域の防犯、交通監視や登下校時の児童の見守り

のため、ボランティアの皆様により青パトが運行されています。この青パトの活動経費を青パト協

力事業所の皆様に毎年ご支援いただいています。 

令和４年度は、９事業所から総額８０千円のご協力をいただきました。 

青パト協力事業所（順不同） 
㈱成田製陶所  東海設備工業㈱  （医）宏知会あさい病院  瀬戸信用金庫山口支店  大平自動車 

ファミリーマート瀬戸大坪町店  こんどう眼科  山協会  名糖産業 ㈱ 

 

 

 

 

 

 

急増するコロナ感染により、３年ぶりに企画された「も～やっこ祭」が中止となりました。

山口地域のコミュニティ醸成の核となるイベントが中止となり、喪失感を感じるものの、 

１１/６(日)のも～やっこ祭秋イベントが盛大に開催されることを期待しています。 

本号は、も～やっこ祭夏イベントに合わせて、発行を３週間延期しました。(昌) 

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） 

◆第１回防犯パトロール◆７月２日参加者６０名 

 山口連区を犯罪の無い社会とするため、また地域の防

犯体制を示すために、各町内会長、防犯関係委員、そし

て地域団体の皆さんが参加して、第１回防犯パトロール

が実施されました。 

参加された皆さん お疲れ様でした。 

編集後記 


