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| はじめに・・・

当記念誌は「地域で繋がる」「小さな地域情報を伝える」などを目的に2020年
8月26日に開設した「狭山市水富地区センター(公民館)」のFacebookページが
初投稿から1年間経過したことから、投稿の記録やインターネットが不得手な方に
も「水富地区の魅力」を知っていただくため、発行するものです。
作成にあたり、なるべく当時の投稿をそのまま掲載していますが、事業終了など
に伴い、一部記載を変更しているところがあります。また、全ての投稿を掲載して
いるものではありません。予めご了承ください。

当Facebookページは職員４名全員で投稿を継続してきました。年度が替わり
人事異動があってからも継続しております。投稿の内容は日頃のちょっとした出来
事や地域の情報などですが、取材を通じて人との繋がりの重要性を改めて認識
するとともに、「Facebookで見たよ！」という新しい繋がりも生まれています。
こうした繋がりを大切にすることが、地域の拠点である地区センター、公民館に
必要なことだと感じます。

最後に、1年間投稿を継続するにあたり、皆様からの「いいね」やコメントをいた
だくことで、職員の励みとなりました。心より感謝を申し上げます。
今後とも投稿を続けて参りますので、御支援のほどよろしくお願い申し上げます。

2021年8月26日 水富地区センター・公民館 職員一同



【ＷｅＬｏｖｅみずとみ Facebookはじめました‼】
こんにちは☆狭山市水富地区センター（公民館）の公式Facebookです。
水富地区の様々な情報を発信していきます。狭山市の北西部に位置する水富地区は、自然や農地、
工業地帯が調和し、指定文化財など見どころたくさんの魅力あふれる素敵な地区です💛
拠点となる水富地区センター（公民館）は、水富小学校の向かいにあり、根堀りと緑に囲まれた一見
避暑地のようなところです。 ただいま館内で写真展示おこなっています。 ぜひ一度お立ち寄りください。
地域でつながりましょう(*^-^*)

【かなとこ雲発見・台風に備えましょう🌀】
ふと、空を見上げると「変わった雲・・・」と思い写真を撮りました。
（携帯電話なので写りは良くありませんが(‘_’) 「かなとこ雲」と言うそうです。ちょっと有名な雲でした！
金属加工に使う作業台「金床」に似ているところから「かなとこ」と呼ばれているそうです。
「かなとこ雲」が見られる積乱雲の真下ではゲリラ豪雨となっていることが多く、激しい雨に加えて
落雷や突風などの注意が必要です。
明日９月１日は「防災の日」です。みずとみ公民館だより８月号では台風・豪雨の備えについて載せて
いますので、ぜひご覧ください！ 水富公民館（地区センター）は４人の職員で事務を行っています。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、講座や事業を実施できませんが「できない」ではなく、
職員で力を合わせて「何ができるか」をモットーに頑張っています！
今は、おうちでできる内容の講座を実施し、ＨＰでも載せています。是非ご覧ください❤（現在非公開）

2020.8.26

2020.8.31
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【ハチにご注意】
猛暑だった８月が終わってもまだまだ暑い日が続いています。今年は特に暑さが厳しく、害虫の活動も
活発になっているようです。色々な害虫がいますが、危険な害虫といえばハチではないでしょうか。自然
豊かな水富地区はハチも多く、気付かないうちに巨大な巣ができてしまうことも！特に危険なスズメバチ
はこれから秋にかけてが活動のピークで、攻撃性も増すと言われています。うっかり巣を刺激してしまうと、
一斉に飛び出してきて刺されてしまうこともあるので要注意です。ハチの巣でお困りの際は、狭山市役所
環境課へご相談ください。環境課ではハチの防護服の貸し出しや駆除業者の紹介を行っています。

【公民館だよりはラブレター？】
毎月１０日頃発行の『みずとみ公民館だより』職員一同、皆様宛のラブレターと思い、誠心誠意お届け
しています。「楽しみにしています！」のお声をいただくと嬉しいです。１枚目の写真は平成8年度から
今までのみずとみ #公民館だより手書きと切り貼りのものは賑やかで温かい印象を受けますね。
ワープロ主体のリニューアル後も高齢の方にも読みやすい文字の大きさや、文体の優しさから、書き
手の姿や想いが伝わる自慢の公民館だよりです。昨年8月号では10年ぶりにリニューアル。パっと目
を引く写真を主役に！本当は地域のことをもっと加えたい！と悩んでいましたが紙面が足りない・・・。
と言うことで、地域のお知らせはFacebookで担っていきます。お楽しみに２枚目の写真はこれから
発行の9月号と、その先の10月号をチラ見せ。皆様あっての公民館だよりです。
ぜひ、一度ゆっくりとご覧くださいね。#WeLoveみずとみ！

2020.9.8
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【もうすぐ #敬老の日】
みずとみ地区の景色も秋の気配。季節の移り変わりを感じます。来週２１日は敬老の日。
これまで地域を支えてきた高齢者の方々への感謝の気持ちを忘れずにいたいですね💛
本当なら、今の時期、あちらこちらで敬老会が開催されていたはずでしたが、今年は新型コロナウイルス
の影響で、高齢者の方の健康を最優先に考慮し、様々な敬老行事が中止となっています。( ；∀；)
それでも、“いきいき百歳体操みずとみ”などのサークルは、感染防止対策を徹底し元気に９月から活動
を再開しています☆これからの過ごしやすい時季、おいしいものを食べ、元気に体を動かして健康で過ご
しましょう。そして来年はぜひコロナが終息し、盛大に敬老会が開催できることを願っています。(*^-^*)

さて、現在、水富公民館では地区の公立水富幼稚園、広瀬保育所、笹井保育所の年長児たちの作品展
を開催しています。コロナ禍においても、きまりを守り元気に過ごした春夏の想い出の作品や心を込めて
作成した敬老作品の数々をどうぞご覧ください💛

【小さい秋見つけた🌹】
昼間太陽があっても、朝夕は涼しくなり、秋の気配が感じられる今日この頃です。河川敷を歩いていた
ら、曼珠沙華がポツンと咲いているのを見かけました。「普段だと毎年9月半ば頃から入間川河川敷
に真っ赤に咲いているんですが今年は昨年の台風で流されてしまった。雑草を取ると¨芽¨が出てい
るのでこれからが見ごろです」と話してくださったのは【入間川の岸辺を美しくする会「左岸」】代表の
加藤冨美子さん。平成18年に２人で始めた会員も今では25人になり、毎週火曜日9時半～11時半に
雑草の除去と手入れをしています。これからは河川敷が曼珠沙華で真っ赤に染まります。ぜひ見て下
さいね(^^♪また、昨夜は自治会の定例会でした。水富地区の自治会をすこし紹介します。水富地区は
２０自治会あり、女性の自治会連合会長を筆頭に毎月第３木曜日１８時から定例会を開催しています。
水富地区の課題を考え皆が住みよく暮らせるように意見交換をしています。

2020.9.18
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【台風１２号】
上陸の可能性もあると言われていた台風１２号は、当初の予報よりも進路が東側にそれて、やや風があり、
雨模様ではありますが、災害が発生するような悪天候は免れそうです。
入間川や用水路の様子も今のところ異常がなく、油断は禁物ですが、ひと安心というところでしょうか。
今年は、日本近海の海水温が高く、台風が発達しやすいとのことで、昨年の台風１９号クラスの台風が、
いつ発生しても不思議ではありません。
日頃から防災意識を高めて、いざという時の動き方をご家族や近所の方と確認しておくことが大切です。
水富地区の避難所などの情報は、みずとみ公民館だより８月号に掲載していますので、今一度確認して
みてください。

【今年の水富地区体育祭は中止・・・。】
例年10月初旬に行われていた水富地区体育祭・・・。今年は第１会場（広瀬小・水富小校区）、第２会
場（笹井小校区）ともにいずれも中止です。中止続きで残念ではありますが、また笑顔で再開できるこ
とを祈っています。写真は昨年の地区体育祭の記録写真です。
自治会ごとに大人も子供も競技や応援、炊き出しなどに参加し、地区の団結力や繋がりを作る上でも
大事なイベントであると再確認したのを覚えています。
水富地区体育祭の思い出写真展を10月5日から #水富公民館で実施予定です。昨年のものだけで
なく、これまでの体育祭の写真がありましたら、水富公民館へお送りください。詳しくはみずとみ #公民
館だより 9月号をご覧ください
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【みずとみの散歩道】
月がとても美しい季節です。昨日は十五夜（中秋の名月とも呼ばれます）でしたね。ところが #満月は
今日１０月２日です。必ずしも十五夜イコール満月とは限らないのだそうです。今夜もきれいな月がみられ
るでしょうか？
#水富地区のすてきな散歩道をご紹介します。みずとみ地区にある「廣瀬神社」は古く格式高い神社で
す。境内にある大きな“けやき”は樹齢８００年といわれる神木で、県指定文化財（天然記念物）となって
います。夏には境内の樹木に「 #アオバズク 」というフクロウの仲間が渡来するとのこと。近年、たくさんの
カメラマンが撮影に訪れ、フラッシュに驚き一時姿が見られなくなってしまったこともありましたが、今年
8月には渡来した「アオバズク」の姿が見られたそうです。その写真が店内に飾られた神社近くの「横田
屋製菓」さんが、教えてくれました。境内散策の後に、美味しいお団子や酒まんじゅうで、ほっと一息でき
ますよ。とてもすてきな秋のみずとみの散歩道です。

【#曼珠沙華見ごろです♪】
秋を感じる季節となりました。9月18日にポツンと咲いていた曼珠沙華が今満開です🌺
新富士見橋の上や河川敷を歩きながら見てください。土日にぜひ、お出かけください！
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◀地元の魅力を再発見！
マイクロツーリズムはこちら
（市ホームページ）



【“多肉植物の寄せ植え”で楽しいおうち時間を‼】
10月2日（金）水富公民館で「多肉植物の寄せ植え講座」を実施しました。
申し込み開始とともに定員となる人気講座となり、当日は晴天にも恵まれ、参加した皆さんがそれぞれの
個性にあった寄せ植えを作っていました。
狭山市都市緑化植物園の白田園長さんに講師を依頼し、多肉植物の寄せ植えの仕方や、季節にあった
育て方、増やし方などテキストに沿って楽しく学びました。
光の当て方や温度などによって植物がどんなふうに成長していくか楽しみですね💛

【折り紙のコスモスで満開♪】
１０月に入り、昼間は暖かくても朝夕は肌寒くなってきました🌺 あちらこちらでコスモスや曼珠沙華が
綺麗に咲いていますが、公民館の玄関横の掲示板も折り紙のコスモスが満開です。
皆さんをお待ちしております。公民館に寄った時は是非ご覧ください♪
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【青少年育成水富地域会議】
今回は、青少年育成水富地域会議を紹介します。地域会議は、青少年の健全育成の推進を目的として、
笠松直美会長を中心に、水富地区のＰＴＡなどの学校関係者や民生委員・児童委員、更生保護女性会、
自治会、保護司など地域で活動されている様々方が集まって、地域内のパトロールや各種イベントの開
催等幅広い活動を行っています。今年は、コロナ禍により十分な活動ができない状況ですが、月に一度
開催されている幹事会では、有意義な議論や情報交換等が行われています。コロナが落ち着き、これま
でどおりの活動が再開されましたら、その様子をお伝えしていきたいと思います。

【WAKU☆DOKIはっぴー #水富会場を実施しました】
本日10月17日（土） #水富公民館で遊びと学び食の事業WAKU☆DOKIはっぴーを実施しました。
WAKU☆DOKIはっぴーは水富地区の小中学生を対象に、水富・広瀬公民館を会場に実施している
事業です。子供たちが自分で「学び」、外や昔ながらの「遊び」で楽しみ、みんなでおいしく「食」べる
事業です。地域の大人が、将来を担う子供たちを育てながら「大人が変われば子供が変わる」をコン
セプトに大人たちも学ぶことの多い事業です。
◇本日の参加者：12名の小中学生と21名のスタッフ ◆今日の献立：コーンシチュー、ボイルウイン
ナー、キャベツと豆苗の卵とじ、レタスとハムのサラダ、米粉ケーキ
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【プログラミング講座(高校生向け)のオンライン配信(第1回)を実施しました】
奥富公民館と共催でYouTubeで学ぶプログラミング講座(高校生向け)を実施しました。小中学生向けと
同じで講師は齋藤大輔氏です。プログラミング言語「Python」の基礎の基礎として、文字列や数値の表
示や計算、変数や繰り返しなどを学びました。
奥富公民館の館長もスタジオの裏で一緒に体験し、「数学と国語の両方の知識が必要で、難しく感じた
がユニークな説明で理解しやすく楽しめた」との感想でした。
第2回は11月15日です。録画配信も見られますので、是非ご連絡ください。

【狭山市産のお花を寄付していただきました】
笹井地区で活躍されている㈱狭山園芸さんから公民館にコスモスを寄付していただきました。
秋の優しい色合いで公民館を飾っています！狭山園芸さんありがとうございました♥
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【水富公民館事業運営委員】
水富公民館には７名の事業運営委員さんがいて、公民館の強力なサポーターとなっています☆
今日は、みずとみ恒例イベント“遊び横丁”について、何とか感染症対策を講じながら地区の子どもたち
のために実施できないかを関係団体と真剣に話し合いました。
普段から、作品展示用パネルを設置したり倉庫を片づけたり、駐車場のロープを引いたり、棚の製作から、
ミストシャワー設置まで・・・まだまだ数えきれないほどありますが公民館のあらゆることにご協力いただい
ています💛感謝感謝‼ これから年末の公民館外壁に光のイルミネーションを施す“ウインターナイト～暖
かい光の中で～”に向けても準備を開始します。(*^-^*)

【#YouTubeで料理講座！おうちdeごはん第２弾企画撮影～発行、放映】
#在宅講座シリーズの一環で料理講座の動画撮影を実施しました。現在、公民館のFacebookにて
動画をご覧いただけます。また、同時に発行したレシピ集第１弾、第２弾につきましては、電子データ
での配布が可能です。詳しくは公民館職員まで。
◇講師：土田丹智子先生 ◆狭山台、新狭山、水富公民館共催
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【二つの顔】
水富公民館は、「#公民館」と「#地区センター」二つの顔を持っています。公民館としては、様々な講座や
事業の開催やサークル活動など、地域の生涯学習の拠点として機能しています。また、災害などの際には
指定避難場所になります。一方、地区センターとしては、まちづくり活動など、地域と行政をつなぐ窓口と
なり、また、住民票や印鑑証明・税証明など各種証明書類の発行も行っています。
そのほかにも、子供向けの図書の貸し出しを行っていたり、予約の入っていない部屋を学習ルームとして
利用することもできますので、地域の拠点としての「公民館」「地区センター」をぜひご利用ください。

【#みずとみハロウィン無事終了しました】

10月31日に #みずとみハロウィンイベントを開催。計38名の方が来館。「これからお友
達とハロウィンパーティなの」と仮装したり、去年は小さかったお友達が半年ぶりに公民
館に遊びに来たりなど、子どもたちの笑顔でにぎわいました。
◇共催：芥川製菓株式会社
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【狭山工業団地】
狭山市が誇る２つの工業団地のうちの１つ“狭山工業団地”大変優れた多種多様な企業が水富地区に
は立地していて、さらに上広瀬西久保地区への拡張工事も始まっています☆みずとみ公民館では、“狭
山工業団地”の企業の皆様と連携した事業として、工場見学などを計画していましたが、今年度はコロ
ナ禍のため残念ながら実施は見送りました。そんな中でも、遊びと学びと食の事業“ＷＡＫＵ☆ＤＯＫＩはっ
ぴー”は、“狭山工業団地工業会”の皆さまの協賛で、毎回食材提供のほかご支援をいただき活動して
います。その他にも、公民館のイベントに、お菓子や飲み物の提供で協賛いただくなど、みずとみ公民館
は地元企業の皆様の強力なご支援をいただいています。みんなで地元企業を応援しましょう💛

【水富地区民生委員児童委員協議会】

水富地区の民生委員児童委員協議会の11月定例会が開催されました。水富地区は３
０名の委員で、毎月第一土曜日に開催しており、誰もが安心して暮らせる地域づくりの
ために活動しています。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定例会も6月
までは公民館の外の敷地内で連絡調整をおこなったりと制限を余儀なくされましたが、
地域の皆様に少しでも寄り添っていけるよう今できることを常に考え活動しています。

―11―

2020.11.5

2020.11.7



【水富幼稚園児のかわいい法被姿】
毎年、この時期「全国火災予防運動🔥」で狭山市幼年消防クラブとして、法被を着た園児が園区内を防
火パレードしていました♪
今年はコロナ感染症対策の為残念ながら中止となりました。
その代りに登降園に法被を着たかわいい園児たちが地域に火災防止を呼びかけました(^^♪)

【みずとみ講座報告：#外ヨガ！11月15日実施しました】
外で川の流れを聞きながらヨガを学ぼう を #柏原公民館 と共催で実施しました。講師は #ワタナベ
スタジオ の渡辺幸先生。絶好の晴れ間で外ヨガ日和となりました。13名の参加者に加え、2館の館長
の計15名でヨガを楽しみました。参加者からは「心地よい身体と向き合う時間となった」「川の風を感
じながら気持ちよくリラックスできた」など感想をいただきました。
▶講師：渡辺幸氏（ワタナベスタジオ） ▶共催：柏原公民館
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【みずとみ講座報告：#高校生向けプログラミング体験！11月15日実施しました】
高校生向けのプログラミング講座を #奥富公民館と共催で実施しました。使用言語はPythonでプログ
ラミングによる平均値、グラフ描画などのデータ分析を行いました。奥富公民館の館長もトライしましたが
……YouTubeのライブ配信での講座のためもあり、伝わったかが難しい内容ではありましたが、質問等
がありましたら公民館までご連絡ください。▶講師：齋藤大輔氏(早稲田大学） ▶共催：奥富公民館

【作品発表会の動画を狭山市役所エントランスで放映中】
11月16日（月）から20日（金）までの間、水富公民館ホームページで実施中の＃みずとみ作品発表
会の様子をモニターを使って放映しています。市役所にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。※17日
(火)は都合により放映無し ▶共催：奥富、堀兼公民館
※当事業は新型コロナウイルス感染症に伴い中止となった市民文化祭代替事業として、各公民館が
接触・対面機会を減らしつつ、作品発表の機会を創出する取り組みの一環で実施するものです。
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【深まる秋】
このところポカポカ陽気の小春日和が続いていますが、季節は確実に進んでいます。水富地区の入間川
沿いの木々は、サクラなど落葉してしまったものもありますが、イチョウが今、見事に色づいています。天気
の良い日に、サイクリングロードや遊歩道をのんびり歩きながら、秋の深まりを感じてみてはいかがでしょ
うか。また、入間川沿いではカワセミやセキレイ・アオサギなど、数多くの野鳥を見ることができます。散策
しながらのバードウオッチングもおすすめです。

【11月19日 #水富親子講座はっぴー実施報告】
今年度３回目の水富親子講座はっぴーを開催しました。
親子講座はっぴーは毎月第3木曜日に0歳～3歳児の保護者を対象にして実施しています。
本日は子どもの心を育てる、と題し褒め方やしかり方についてグループディスカッションをしたほか、手
作り絵本で子供とお話しをする体験遊び、体操読み聞かせを実施しました。
▶講師：キッズ💕スマイル実行委員会、埼玉県家庭教育アドバイザー ▶共催：青少年育成水富地域会議
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【11月21日 #ＷＡＫＵＤＯＫＩはっぴーを開催しました】
本日は16名の小中学生が参加。新型コロナ対策のため、長くできなかった外遊びを本日から解禁しまし
た。ダブルタッチや遊具を使って水富幼稚園の園庭で外遊びを存分に楽しみました。また、学びの時間で
も一時間、しっかりと宿題やテキストに取り組みました。食の時間は #丼まつり。焼肉丼やいただいた地域
の野菜をふんだんに使ったお味噌汁やサラダ。食事中は新型コロナ対策のため、お話禁止ではありまし
たが、子供たちも満足そうでした。なお、丼まつりとは、災害や新型コロナなどによる影響への応援事業で
ある農林水産省の補助事業「農林水産物等販売促進緊急対策事業の品目横断的販売促進緊急対策
事業のうち食育等推進事業」を活用し、埼玉県子ども食堂ネットワークと株式会社西武ライオンズが行っ
ている事業で、私たちもその事業の一環で今回提供いただいたものです。

【地域の方からの贈り物】
公民館は地域の方から支えられています。
事業への協力だけでなく、賑わいのための飾りなどもその１つです。チラシなどが多くなりがちな公共
施設ですが、こうした飾りは利用者の笑顔の源になっています。こうした“想い”を若い世代に繋げてい
くことも、皆さまの身近な地域拠点として必要なことだと考えていますぜひ、公民館にお立ち寄りの際
は、館内のふとした装飾にも目を向けてみてはいかがでしょうか。
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【地域の安心・安全】
水富地区の防災活動を行う“消防団第７分団”は、2部体制で水富地区を管轄しています。11/28（土）は、
令和２年度狭山市消防団特別点検が実施され、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から縮小して
の開催となりましたが、第7分団も参加しました。年末には団員の健康と安全を最優先としながら歳末特
別警戒も行われます。これから年末にかけ火の元には十分注意しましょう。また、地域の子供たちの登下
校時の見守り活動も水富地区全域で行われています。真夏の炎天下でも凍えるような真冬でも、朝夕、
緑のベストを着用した見守り隊が地域の防犯・交通安全を守っています。12/１（火）からは、冬の交通事
故防止運動が始まります。車の運転には気をつけましょう。振り込め詐欺にもご注意を‼

【12月2日スマホ体験講座を開催しました📱】
はじめてのスマホ体験講座を午前・午後に各１回開催しました。当講座は本日2日及び12月9日の全
２回でスマートフォンに慣れ親しむ講座です。第１回の本日はマップアプリを利用して操作に慣れつつ、
写真や動画の撮り方など、苦手意識の強い“スマホ”への一歩を踏み出しました。感染症への対応も
あり、各回5名までを定員として募集したところすぐに満員となるなど、皆様の需要の高さを感じており
ます。今後も実施する予定です。ご興味のある方は毎月の #みずとみ公民館だより をご確認ください。
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【館内のクリスマス装飾をしました】
本日、公民館事業運営委員と利用者有志とでみずとみ公民館の #クリスマス装飾 を行いました
実際のクリスマスツリーはもちろん、在宅講座の一環で行っている大人の塗り絵で皆さまに塗っていただ
いたツリーもきれいです✨ 利用の際はぜひご覧ください🎄

【12月4日 #水富親子講座はっぴー実施報告】
今年度４回目の水富親子講座はっぴーを開催しました。毎月第３木曜日に0～3歳児とその保護者を
対象にしている事業です。本日は乳幼児とのコミュニケーションの取り方、接するときのポイントについ
ての講義とオリジナルの写真を付けたクリスマスグッズ制作をしました。会の最後にはサンタさんから
のプレゼント配布も行いました。
▶講師 キッズ💕スマイル実行委員会、埼玉県家庭教育アドバイザー ▶共催 青少年水富地域会議
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【地域のお店のご飯を食べて応援しよう！】
笹井の「カフェ・ステーキ隼（はやぶさ）」さんはステーキを主としているお店です。
今日は職員４人で食べ、私はお肉がぎっしり入ったハンバーグを食べました。とても美味しかったです😋
▶ さやまのお店新型コロナウイルス感染防止対策研修受講店とは、感染症予防のためアルコール消毒
やマスク着用、検温などの対策や知識・理解を深めるための研修を受講した店舗です。
▶お店の情報はこちら
https://sasaeai-sayama.com/food/hayabusa/

【12月6日 #プログラミング体験第3回を実施しました】
プログラミング言語Pythonを使う体験事業の第3回を実施しました。今回は「狭山市」
とGoogle検索をしたときの結果上位100件をプログラミングでワードクラウド化する実
践を行いました。検索結果の量に応じ文字の大きさなどを変え、ぱっと見たときにわか
りやすくするワードクラウドですが、手作業で行うのは困難です。全3回の講座で、かつ、
オンラインという中では難しい部分もあるかと思いますが、繰り返しご覧いただき理解を
深めていただければ幸いです。今年度のプログラミング講座は今回で終了となります。
7月～9月までの小中学生向け、10月～12月の高校生向けの録画配信閲覧を希望の
方は水富・奥富のいずれかの公民館にご連絡ください
▶講師：齋藤大輔氏(早稲田大学) ▶共催：奥富公民館
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【戦争の傷跡】
笹井白鬚神社の本殿奏上門をよく見ると、焼け焦げているのがわかります。これは、第二次世界大戦で
笹井地区が空襲に見舞われたときの傷跡です。
今から７５年前の昭和２０年５月、現在の入間市春日町あたりから笹井地区にかけて、約5,000発の焼夷
弾が落とされ、一帯は甚大な被害を受けました。
この空襲で白鬚神社にも火災が発生し、社務所と拝殿は焼失したものの、本殿へ燃え移る寸前に鎮火
しました。戦争の記憶をとどめるため、その際に焼け焦げた跡が今も遺されているものです。

【来年は丑年です。木目込みサークルさんが飾ってくれました】
毎年、公民館を利用している「木目込みサークル」さんが、その年の干支の作品を飾ってくれています。
今年はコロナ禍で作品制作がいつもよりも遅れていたにも関わらず、公民館のためにと作っていただ
きました。本当にありがとうございます。その他サークルの作品や活動は #みずとみ作品発表会 にて
紹介しています。#みずとみ公民館内ではクリスマス装飾もしています。今日は副館長が季節の賑わ
いのためにと手作りの飾りを自宅で作り、外の掲示板をクリスマスバージョンに飾りました。
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【12月9日スマホ体験講座（2日目）を開催しました📱】
前回12月2日に引き続き「はじめてのスマホ体験講座」の２日目午前・午後の計２回実施しました。
2次元バーコードの読み取りやSNSアプリの使い方などを学んだほか、休憩時間にも「手書き入力」機能
の練習や意外な書き順の発見もあり、楽しみながら操作を覚えられました。

【放映情報：1月1日からさやまケーブルテレビ📺】
2021年1月1日から7日までの期間さやまケーブルテレビで
「みんなが主役～エールさやま」という番組が放映されます。
水富公民館で活動する「ウクレレサークル水富」さんが出演予定です。
本日は同企画の撮影が行われました撮影の様子や動画を紹介します。
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【そば処福美屋さん：地域のお店のご飯を食べて応援しよう！】
今日は根岸にある「そば処福美屋」さんのご飯を食べました。36年間、営業をされていた福美屋さんで
すが、今年の12月31日をもって営業終了とのこと・・・いつもおいしくいただいていただけに寂しいです。
この味を忘れないように、近いうちにまたお願いしようと思います。地域のお店をぜひ応援しましょう！

【とよみず？ほうすい？豊水橋】
水富公民館のすぐ近くにある #豊水橋ですが、皆様、読めますか？地元の方からはよく「ほうすい橋」
と言われていますが、実は「とよみず橋」が正解のようです。諸説ありますが、有力な名前の由来として
「水富村」と入間市の「豊岡町」を繋ぐ橋だから「とよみず橋」と名付けられたようです。豊水橋のバル
コニースペースに歴史が書かれたパネルがあります。今の橋は3代目で、平成16年3月に架けられた
もの、初代は大正9年に完成したものが初代、その後昭和4年に鉄筋コンクリート製になったのが2代
目とのこと・・・。歴史を感じますね。今日は天気が良かったこともあり、遠くの山まできれいに見えてい
ます。こうした歴史や風景も水富の自慢です。寒くなってきましたが、皆様お体にお気を付けください
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【笹井保育所のクリスマス会に #おりぴぃサンタ ！！🎅】
笹井保育所におりぴぃサンタがお邪魔しました。感染症対策のため各クラスがリクエストした音楽を流し
ながらクラスごとに分散してのクリスマス会でした🎄 おりぴぃからは各クラスとの写真撮影と芥川製菓
株式会社にいただいたチョコレートをプレゼント！ 子どもたちは「おりぴぃ！会いたかったよ～！」と嬉しそう
でした。今年は例年行っていたイベントが中止となり、子どもたちも寂しかったのでしょう。また遊べる日を
楽しみにしています。※当事業は12月19日に実施予定だった「冬のイベントDAY」に芥川製菓株式会社
から協賛品としていただいたチョコレートを活用したものです

【越後屋：地域のお店のご飯を食べて応援しよう！】
今日は水富公民館から徒歩3分！「越後屋」さんのご飯をいただきました。越後屋さんは50年以上、根
岸でお店をやっているそうです。今回は固焼きそば、焼き肉丼、かつ丼、野菜炒め定食をテイクアウトし
ました。ボリューム満点！毎日食べても飽きない味付けに大満足です。越後屋さんも新型コロナ対策研
修受講店です。ご来店の際は手指消毒やマスク着用などにご協力ください。

2020.12.16

2020.12.17
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【今年最後の自治会定例会】
今年はコロナ禍で様々な問題に直面しましたが、一致団結し、誰もが住みよく暮らせるよう活動をしてき
ました。夏の台風シーズンには、コロナ禍の避難所運営訓練への出席や、各自治会が自主的に住民を守
るための様々な取り決めを行いました。また、人権研修を受講し、それぞれの特性を知り思いやりを持っ
た手助けや支援について理解を深めました。11月には、雨の中、消防団第七分団の後援会として、活動
の理解と協力を呼びかけました。本日、今年最後の定例会が終了しました。毎回、事務室に素敵な絵手
紙をいただき飾っています。ありがとうございます。また来年も地域のための活動よろしくお願いします💛

【水富幼稚園に #おりぴぃサンタ ！🎅】
水富幼稚園におりぴぃサンタがお邪魔しました。おりぴぃから芥川製菓株式会社にい
ただいたチョコレートをプレゼント！園児一人ひとりにプレゼントを渡し、記念の写真撮
影をしました。子どもたちのかわいい笑顔や丁寧な「プレゼントありがとう！」におりぴぃ
サンタも喜んでいました。※当事業は12月19日に実施予定だった「冬のイベントDAY」
に芥川製菓株式会社から協賛品としていただいたチョコレートを活用したものです。

2020.12.17

2020.12.18
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【12月19日 #ＷＡＫＵＤＯＫＩはっぴーを開催しました】
本日は12名の小中学生が参加しました。遊びの時間では、水富小学校の校庭で寒空に負けず皆、自由
に遊んでいました。学びの時間では、低学年はドリル学習でしたが、高学年は小学校5、6年生と中学校1

年生の3人しかいなかったので「大化の改新の人物は？（日本史）」「扇形の弧の長さ（数学）」とお互い
に難しい問題を出し合って、大人がタジタジ・・・小学校5年生が算数ではなく数学を自主学習していたり、
クイズを出せるだけの理解度があることにも感心しました。食の時間は #丼まつり 今回は海鮮丼やブリ
大根をいただきました。いくらやホタテに大興奮。子どもたちは嬉しそうでした。

【廣瀬神社境内の落ち葉掃き】
廣瀬神社境内の落ち葉掃きを広瀬地区自治会や神社関係者で行いました。廣瀬神社には県や市に
登録されている貴重な文化財や宝物が保存されており、日ごろの維持管理は神社関係者が行ってい
ますが、参拝者が増えていることもあり、2012年から年に1度、自治会などの地域の方とともに落ち葉
履きを実施しています。皆さま、朝早くからお疲れさまでした。

2020.12.19
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【オカリナ「グループ風」によるオンライン演奏会】
本来であれば本日は冬のイベントＤＡＹを行う予定でしたが、感染症の状況を鑑み中止となり、申し訳あ
りませんでした。今回はオカリナ、キーボード、歌の５名の「グループ風」さんによる無観客でのオンライン
演奏会を実施しました。普段は福祉施設等で演奏をされている団体ですが、感染症の影響で活動が出
来ず、家にひきこもりがちになってしまったとのこと。「コロナだからやらない」のではなく「コロナだからこ
そ出来ることをしよう！」ということで、無観客でも参加していただけることになりました。曲目は「きよしこ
の夜」「赤鼻のトナカイ」「もろびとこぞりて」「ジングルベル」の４曲です。明るい司会と楽しい演奏、オカ
リナの奏でる音色にほっこりしました。

【縄文の遺跡】
水富地区の西から東へ向かって入間川が流れています。川の南北（両岸）には河岸段丘が形成され、
北側にあたるこの地区は坂道が多くなっていて、その坂を登った高台には、縄文時代以降の遺跡が点
在しています。笹井の宮地遺跡は縄文時代から奈良・平安時代の遺跡で、発掘調査を行ったのちに
笹井小学校が建設されました。また、広瀬の今宿遺跡は主に奈良・平安時代の遺跡で、竪穴式住居
が復元されています。そのほかにもいくつかの集落跡などが確認されていて、水富地区には、はるか縄
文の昔から多くの人が生活していたことがわかります。古代の人々は、この地でどのように暮らし、どの
ような景色を見ていたのでしょうか。

2020.12.19
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【とんかつ佐渡：地域のお店のご飯を食べて応援しよう！】
今日は広瀬にある「佐渡」さんのご飯をいただきました。創業47年のお店です。出前、テイクアウトもやっ
ています今日はけやき定食、竹定食、かつ丼、梅肉とんかつ定食の出前をお願いしました。サクっと揚げ
たてのかつはとってもおいしいです。コロナに”かつ”で頑張りましょう！
佐渡さんも新型コロナ対策研修受講店です。手指消毒やマスク着用などにご協力ください。

【今年も１年、ありがとうございました】
今年も皆様のおかげで大きな問題もなく運営することが出来ました。心より御礼申し上げます。
ありがとうございました。ここで、年末年始のお休みをいただきます。今年は新型コロナウイルス感染症
の影響が大きかった1年です。施設内で感染が無かったのは公民館利用後の部屋の消毒、来館時の
マスク着用、手指の消毒などに御協力いただけたからです。まだ油断の出来ない状況です。年が明け
ても気を緩めず御協力をお願いします。また「出来ない」ではなく「コロナ禍でも何か出来ることを」の
意識の元、#みずとみ作品発表会 （市民文化祭の代わりのオンライン発表） #YouTubeでのプログラ
ミング体験 #おうちdeごはん狭山の料理レシピ #外ヨガ など様々な事業を実施いたしました
参加いただいた皆様と御協力をいただいた講師
の皆様のおかげです。改めて御礼申し上げます。
最後に、Facebookページも開始してから4ヶ月を
迎えました。思い出をまとめた写真を添付してい
ます。壮観です・・・。調べると約25,000件の閲覧
と約6,500件の「いいね」をいただきました。コロナ
禍での事業ではどうしても壁にぶつかることもご
ざいます。投稿で「ホっとしてもらおう」という意識
で始めましたが、皆様の「いいね」で私たちが励
まされました。こちらも心より御礼申し上げます。
本年の投稿は今回で終了予定です。新年にまた
皆様とお会いできることを楽しみにしております。

水富地区センター、公民館 職員一同
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【新年のごあいさつ】
皆さま、あけましておめでとうございます。
今年は丑年。うしは、十二支の中で最も動きが緩慢で歩みが遅いことから、先を急がず一歩一歩着実に
物事を進めることが大切な年などとも言われています。
まだコロナの感染拡大は続いていますが、皆で協力し、コツコツと希望に満ちた将来に向かって進んでい
きましょう。職員一同がんばりますので今年もどうぞよろしくお願いします。
水富地区の年末年始（第七分団歳末特別警戒・初日の出）を写真におさめました。

【今日は、七草の日】
１月７日は七草粥を食べますね。その日の朝に「#春の七草」が入ったお粥を食べると、１年間を無病息災で過
ごせるとされています。では、この七草粥の由来はご存知ですか？本来は、１月７日の人日の節句の行事食です。
人日とは「人の日」という意味で、古代中国では1日はトリ、2日はイヌ、3日はイノシシ、4日はヒツジ、5日はウシ、
6日はウマ、7日は人の日としてそれぞれの占いをし、8日に穀を占って新年の運勢を見ていたそうです。人日の
日には７種類の若菜を入れた汁物を食べて無病息災を願う習慣もあり、これが奈良時代の日本に伝わり７種
類の穀物でお粥を作る「七草粥」の習慣と結びつき、現在の七草粥の形になったとされました。胃腸にやさしい
七草粥をいただき。体調を整えて新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどに負けない身体で冬を乗り
切りましょう！！
～春の七草の紹介～
・せり：水辺の山菜で香りがよく、食欲増進。 ・なずな：別称ぺんぺん草。江戸時代にはポピュラーな食材。
・ごぎょう：別称は母子草。草餅の元祖。風邪予防に。 ・はこべら：目によいビタミンＡが豊富、腹痛の薬にもなった。
・ほとけのざ：別所はタビラコ。タンポポに似ていて食物繊維が豊富。 ・すずな：カブのこと。ビタミンが豊富。
・すずしろ：ダイコンのこと。消化を助け、風邪の予防にもなる。

2021.1.4
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【入間馬車鉄道】
水富地区に鉄道が走っていたことがあります。1900年代の初頭、入間川駅（現在の狭山市駅）から飯能
町（現在の飯能市）を結ぶ、総延長10.2ｋｍの入間馬車鉄道が運行されていました。入間川 -菅原 -御
諏訪下 -河原宿 -広瀬 -根岸 -笹井 -八木(ばちぎ) -野田 -岩沢 -双柳 -前田 -飯能に駅（停車場）
があり、走行経路は、飯能方面に向かって水富地区内では、本富士見橋から広瀬神社前を通って根岸、
今の笹井ダム通りへと進み八木から野田へ向かうルート（概ね今も残る旧道）となっていました。1917年
にこの鉄道は廃止され、現在は当時を偲ぶ遺構等はありませんが、狭山市立博物館には車両のレプリカ
が展示され、狭山市駅西口には記念の説明板が設置されています。

【弓道場】
水富公民館敷地内には公設の弓道場があり、日本の伝統武道を普及する場として、“狭山市弓道連
盟”会員が活動しています。弓道の礼節を重んじる立ち振る舞いと一点に神経を集中させる緊張感に
思わず引き込まれてしまいます。今年は１月１日に恒例の「射初めの会」を行いました。

2021.1.12
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【素敵なしおりをいただきました】
水富地区の自治会長から、手作りの素敵なしおりをいただきましたのでご紹介します。自治会の敬老
会などで例年は配布しているそうですが、今年度は実施が出来なかったこともあり、おすそ分けいただ
いたものです。色鮮やかな果物や生き物、花の絵とともに「ありがとう」などのメッセージで組み立てら
れた漢字が添えられています。その他絵葉書などの作品を普段は公民館の窓口横で展示しています。

【日光脇往還】
国道299号線の豊水橋の北から橋を背にして斜め右に入り、道なりに北に進んで明光寺前を通り、国
道407号線に合流する道は、江戸時代に整備された「日光脇往還」と呼ばれる旧街道です。日光脇往
還は、八王子千人同心が日光東照宮の警備のために往来した街道で、八王子からは、拝島・箱根ヶ
崎・二本木・扇町屋を経て根岸・高萩・坂戸・高坂・松山へと進み、さらに佐野から日光へと続いてい
ました。そのなかで根岸には、宿場間（上りは高萩宿・下りは扇町屋宿）の中継所としての役割があり、
人馬・荷物の引継ぎ送りのため、問屋が設置されていました。なお、当時は根岸・黒須間の入間川に
は橋がなく（冬場は仮橋あり）、川を渡るために両岸を結ぶ「根岸の渡し」が運行されていました。

2021.1.25
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【#健幸体操のテキストを一般公開します（在宅講座）】
水富公民館で健康増進や運動機能維持のために例年実施している「健幸体操」ですが、感染症拡
大防止のため、今年度は公民館で集まっての実施ができませんでした。この状況の中で、講師のレイ
ンボークラブさんが、「皆さんがおうちでできる簡単な体操やトレーニングをまとめたい」と考え、テキス
トを作成し、10月から申し込みされた方のみを対象に配布していましたが、今回の事態を受け、一般
公開いたします。なお、引き続き、紙媒体テキストの配布も行っておりますので、ご希望の方は、公民館
へお越しください。※レインボークラブさんのご厚意で公開するものです。転載等はご遠慮ください。

【防災無線で呼びかけ。水富地区は1/31、2/1です】
新型コロナ感染症の拡大防止に関するお願いを市内各地区の自治会役員や新成人代表者、医療従
事者、市立小中学校の児童・生徒の協力の元、防災行政無線にて呼びかけています。
水富地区では笹井団地自治会長の遠藤さんが代表して1月31日（日曜日）及び2月1日（月曜日）
11時から、放送を行う予定です。
※写真は感染拡大防止を図り行った収録当時のものです。なお、防災行政無線で直前に放送した
内容をフリーダイヤル0120-81-3804からも確認できます。

2021.1.28
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【水富で外遊びが出来る場所① 広瀬河川敷公園】
コロナ禍で子どもと遊ぶ場所には苦労しますよね。水富地区で遊具があって外遊びが出来る #広瀬
河川敷公園を紹介します。広瀬河川敷公園は河川敷に面した公園です。遊具はブランコ、滑り台、う
んてい、ターザンロープなどがあります。駐車場もあるので、お子さんと遊びに行くには便利です。
▸広瀬河川敷公園（住所：狭山市広瀬1丁目36番3号）
地区外には稲荷山公園、智光山公園、入間川にこにこテラスなどもありますが、混んでいて小さいお
子さん連れだと大変・・・なので、また機会があれば、地区内の他の公園も紹介します。皆様もおすすめ
の公園があればぜひ教えてください！

【節分】
今年の #節分は、なんと124年ぶりに「2月2日」なんだそうですね。
ほとんどの年で2月3日が節分に当たるのですが、立春の日付が変わると節分も変わるということで
国立天文台のサイトで詳しく解説しています。節分に行う豆まきは、病気や災害を鬼に見立て、それを
追い払う儀式といわれています。
今日、みずとみ地区の３つの保育所、幼稚園などで豆まきが行われ、園児たちが鬼を追い払い、福を
呼び込んでいました。

2021.2.1
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【“水富”の由来と町名変更】
水富地区の町名には、上広瀬や広瀬東、広瀬台などのように「広瀬」がつくもののほか、「笹井」「根
岸」「つつじ野」などの町名がありますが、「水富」という町名はありません。どうして水富地区というの
でしょうか。それは、明治２２年に笹井村・根岸村・上広瀬村・下広瀬村の４か村が合併した際、この地
域が水田や水利に恵まれていたことから「水富村」と命名したことが由来のようです。
さて、先月の１９日に水富地区内の町名に一部変更がありました。国道４０７号線を北上し県道堀兼
根岸線と交差する手前右側１１．３haの上広瀬西久保土地区画整理事業区域内です。道路や公園な
どが整備され、進出企業の工事が行われている場所で、上広瀬、根岸などの町名が混在していました
が“広瀬台四丁目”に変更となったものです。

【この辺りの昔ことば】
今回は、この辺りの昔ことば（方言？）をご紹介したいと思います。近頃は聞く機会も少なくなりました
が、ちょっと前まで結構当たり前に会話の中で出てきた言葉です。この辺りの方言では、語尾に「べ
え」が付くべえべえ言葉が有名です。「そうだんべえ（そうだろう）」「そうすんべえ（そうしよう）」といっ
た言い方をします。その他によく使われる言葉として、あんだかや、ニュアンスとして驚いた時やあきれ
た時に使う「なんだそれ」「本当？」でしょうか

・あにそらあ・・・・同様に、「なにそれ？」といったニュアンスです。
・おっぴしょる・・・折る＝「木の枝をおっぴしょる」
・おっぺす・・・・・押す＝「あぶねえからそんなにおっぺすな」
・ひゃっこい・・・・冷たい＝「ひゃっけえ水だ」
・こば・・・・・・・角＝「机のこばに足をぶっつけた」
・かんます・・・・・かき混ぜる＝「よくかんましといてくれ」
・おらほう・・・・・自分のほう＝「わりいけんど、おらほうに来てくんない」

などなど。ほのぼのとして何となく可愛らしい言葉ですね

2021.2.5
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【廣瀬神社の不朽梅】
樹齢４００年といわれている廣瀬神社の #不朽梅が今年も見事に花を咲かせています。
幹がねじれて樹皮だけのように見えますが生きています。すごい生命力です。
こんなすごい梅の木が水富地区の廣瀬神社にあり、新聞社などの取材も訪れていました。
この週末も満開です。実物を見ると力が湧いてきますよ。

【3月3日はひなまつり】
みなさんは、どんなひなまつりを過ごされましたか？
ひなまつりとは、女の子のすこやかな成長と健康を願う、３月３日の「桃の節句」の行事です。なぜ、３
月３日なの？そもそも古代中国の陰陽道では、１・３・５・７・９の奇数が重なる日に、お供えやお祓いを
する風習があったようです。晴れていると、もう春って感じがしますね。公民館の掲示板も春らしくなりま
した。まだ、サークル活動はできませんが、散歩がてら掲示板を見に来てください❤
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【公民館駐車場が拡がりました】
これまで手狭だった水富公民館の駐車場が拡がりました。公民館前の道を挟んで向かいにあった、
旧水富地区自治会館を解体した後の土地を整地して、１６台分の駐車場を整備しました。決して十分
な台数ではないかもしれませんが、ある程度は駐車場不足が緩和されると思います。現在、公民館は
新型コロナウイルス感染症対策で臨時休館中となっていますが、再開した際にはぜひご利用ください。
※駐車場の看板は、事業運営委員さんの手作りです。ありがとうございました。※混雑時には台数が
不足することがあるかも知れません。乗り合わせ等、これまで同様適切なご利用をお願いいたします。

【公民館で避難訓練を行いました】
本日10時30分から公民館職員とたまたま来ていた来館者を対象に避難訓練を行いました。１階の湯
沸かし室での火事を想定し、来館者の避難誘導や消防署への通報、初期消火訓練を行ったものです。
例年であれば、公民館利用者を対象にした説明会などの際に併せて行いますが、今年はコロナ禍の
ため、“もしも”のときの職員の対応確認の意味を込め実施となりました。本番が無いことを願うばかり
ですが、万が一、火事や災害が起こった際は利用者の方の安全を第一に避難経路などご案内します
ので、皆様も職員の指示に従っていただきますようお願いいたします。来館者の方、急な避難訓練へ
のご協力ありがとうございました。避難と聞くと、災害のことも考えなければなりません。奇しくも本日は、
東日本大震災発生から10年となります。犠牲となられたすべての方に対し、哀悼の意を込めて、震災
発生時刻の14時46分から1分間の黙とうをお願いいたします。
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【開花🌸🌸 みずとみ“桜”情報】
豊水橋から広瀬方面へ向かうサイクリングロードで開花している桜を発見しました。写真を撮っている
と「笹井方面に、もっと花がしっかり開いている木がありましたよ」とウォーキング中の方が教えてくれ
ました。ぜひ散策してみてください。
３月１１日に全国で最初となるソメイヨシノの開花を広島で観測するなど、全国的に今年の桜の開花
は平年より早くなると予想されています。さらに今日は、気温が高かったこともあり開花が早まりそうな
気配です。今年は新型コロナウイルスのクラスター感染を防ぐため、公園内での飲食を伴う宴会や長
時間滞在にあたる「お花見」はご遠慮いただき、感染防止対策をとって散策をお願いします

【❀～公民館再開～❀】
水富公民館利用の皆様、お待たせしました！！１月８日から緊急事態宣言で臨時休館していましたが、
２２日（月）（水富公民館は、館内休館のため２３日（火））より公民館の利用を再開いたします。公民
館では皆様の来館準備万端です。利用される方のマスク着用・手指消毒・検温は、引き続きよろしくお
願いいたします。
緊急事態宣言中、どんな過ごし方をされていましたか？料理・散歩・体操、いろいろあると思いますが、
「こんなことがあるよ！」という方がいたら、ぜひ教えてください😊
水富公民館の利用は明日２３日（火）からです！正面の掲示板も春っぽくなりました。
皆様にお会いできること、職員一同楽しみにお待ちしております❤
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【松森稲荷証文塚】
豊水橋からサイクリングロードを進み、桜並木を抜けた少し先辺りから左側を見ると、石垣が積まれ、
立派な木に囲まれたお宮があります。松森稲荷証文塚です。
証文塚とは、測量の起点とした塚のことで、昔は入間川が度々氾濫し、村境が不明瞭となり、境界をめ
ぐる争いが絶えなかったことから、そうした争いを防ぐため証文塚などを築き、そこを起点として境界を
確定させていました。
入間川の両岸にはいくつかの証文塚が築かれ、水富地区では三つの証文塚が確認されていますが、
今はほとんど残っておらず、松森稲荷証文塚は唯一現存するものです。

【桜がきれいです🌸】
水富地区の桜もきれいに咲いています。写真は水富小学校と豊水橋から撮ったものです。水富小学
校の桜は徐々に散り始めました。新芽も見えてきています。
講座でたくさんの小中学生と接してきましたが、今年は会えなかったこともあり、卒業をお祝いできな
かったので、この場をお借りしてお祝いします。卒業おめでとうございます。
春は出会いと別れの季節です。長年お勤めされた方の退職や卒業などのお別れは寂しいですが、進
学や就職などの新たな出会いもあるかと思います。自粛生活で暗い気持ちもあるかと思いますが、ぜ
ひ、前向きな気持ちで新しい年度を迎えましょう！
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2021.3.29

2021.3.25



QRコードの読み取り方テキストの作成
狭山市の公民館で連携し、公民館だよりなどで、
使われているQRコードをスマートフォンで読み取
る際の操作説明テキストと動画を作成しました。
ご家族の方に操作を教える際などにお役立てく
ださい。テキスト（紙媒体）は水富公民館で４月
以降配布いたします。
※「QRコード」という名称は株式会社デンソー
ウェブの登録商標です。

文化祭代替事業「みずとみ作品発表会」
コロナ禍で例年と同じ形で文化祭が出来ないことから
各サークルの活動の様子や作品をインターネットや館内
のモニターなどで写真で紹介する事業を実施しました。
＃みずとみ作品発表会 で検索いただくと当時のものが
ご覧いただけます。

―37―

おうちdeごはん狭山の料理レシピ
公民館講座が対面で実施できない中、
在宅講座と題し、狭山市産の野菜を使った
料理レシピ集や動画を作成した事業です。

その他にもオンラインでのプログラミング
講座や資料配布型の災害対策などの事
業を実施しました。

2020年度にインターネットを使って実施した事業（抜粋）



【心はいつも１８歳】
今日から新年度です。新しい生活が始まった方も多いかと思います。いくつになっても新たな“出会
い”には心がワクワクしますね。以前、公民館の利用者さんから教えていただいた、数年前の「笑点」で
の大喜利テーマ“心はいつも１８歳”を少し紹介します。今日はエイプリルフールです。ちょっと笑って免
疫力を高め元気に過ごしましょう。※写真は新しく配属になった職員へのプレゼントのお花です。

人生につまづくのが18歳 小石につまづくのが81歳
心がもろいのが18歳 骨がもろいのが81歳
知らないことが多いのが18歳 忘れることが多いのが81歳
自分探しをしているのが18歳 自宅探しをしているのが81歳
ドキドキが止まらないのが18歳 動悸が止まらないのが81歳

【メタセコイアとアケボノゾウ】
昭和の時代、笹井で大きな発見が相次ぎました。
昭和４９年、その年の台風による増水でえぐれた笹井ダム下流の河床から、大きな木の株の化石が出
土しました。一時は絶滅したと考えられていたメタセコイアの化石です。メタセコイアは杉の仲間ですが
冬には葉を落とす落葉針葉樹で、今では学校や公園などに植えられています。
また、昭和６０年には、笹井ダムの上流左岸からアケボノゾウのほぼ全身の化石が出土しました。
アケボノゾウは１７０万年から７０万年前頃に生息していたやや小型のゾウで、入間川流域ではそれま
でも部分的な化石が出土していましたが、全身化石の出土は、笹井のものが全国でも初めてのこと
でした。現在、全身骨格のレプリカが、狭山市立博物館に展示されています。

―38―

2021.4.1

2021.4.8



【4月17日WAKU☆DOKIはっぴーを開催しました】
「遊びと学びと食の事業」地域の大人と子どもが交流する #WAKUDOKIはっぴーを開催しました。
⚽遊びでは雨だったこともあり、ホール、和室に分かれて実施。卓球やボードゲーム、折り紙などで遊
びました。 ✐学びでは協賛企業からいただいた教材を使用し自習。ボランティアの高校生や大人た
ちが教えています。 🍴食事は対面しない形でいただきます。協賛企業からのお肉や地域の農家さん
の野菜を使ってボランティアの皆さんが作ったポトフ、キッシュなどを食べました。
印象的だったのは、学校で慣れているからか、マスクを食べるときだけ、外している子どもたちでした。
大人たちの努力だけではこうした事業はできません。子どもたちの成長や自立力が垣間見え、事業実
施の成果かと感じました。
なお、同事業はNPO法人地域教育ネットワークが主催し、水富地区の大人たちが子どものために食
堂事業の発展型として実施しているものです。実施に当たり感染防止策を徹底して実施しております。

―39―

【#狭山茶🍵の季節が間もなく】
4月も半ばです。新茶の季節が近づいています。水富地区も茶畑やお茶
屋さんがあります。写真はその一部です。初摘みも始まる季節ですね。
さて、狭山市では例年4月29日から新茶販売を開始しています。
販売開始をお知らせする #狭山新茶と花いっぱいまつり は例年の形
で開催出来ません。代わりに「出来立て #新茶即売会 」を行います。
お店毎に味が違うのも狭山茶の特徴です。大型連休もお出かけしに
くい状況が続きそうです。#おうちで狭山茶を楽しむきっかけに足をお
運びいただき、ゆったりと狭山茶を楽しむのもいかがでしょうか。

▶新茶初売り(出来たて新茶即売会)

日時：4月29日（祝日）10時～12時まで 場所：狭山市役所ロータリー
※雨天決行。新茶が無くなり次第終了。
※予告なく変更となる場合がございます。
最新の情報はホームページをご覧下さい。 2021.4.13

2021.4.17



【シニア向け #スマホ体験講座 4月14日、21日】
「１回の受講じゃわからない！」という声に応えるため4月14日、21日午前午後の計４回の内、２回参加
できるスマホ体験講座を実施しました。講座では二次元コードの読み取り方やカメラ撮影、音声入力
などの操作を学びました。シニア世代にとってネット、スマホと聞くとつい敬遠しがちです。
感染症の影響もありちょっとしたことでもインターネットを使うことが増えています。これを受け、#水富
公民館や市の一部の公民館でスマホ体験講座や操作説明資料の作成などをしています。
その他、
▶ホームページの改装予約や開館状況をわかりやすく！
▶Facebookで操作に慣れていただくことを兼ねて地域情報の発信！
▶オンライン講座！
などの取り組みをしています。
ご家族や身近な方で操作が不安という方がいたらぜひお声がけください。次回は7月の実施を予定し
ています。詳細は後日告知いたします。※当事業は感染症対策のため、定員を従来よりも大幅に減ら
したほか、マスク着用、定期的な換気、消毒液複数設置などの工夫をして実施しております。
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【水富地区自治会連合会】
4月15日、水富地区自治会連合会の定例会を開催しました。令和3年度の最初の会議です。
水富地区は20の自治会があります。今年度は13名の自治会長が交代しました。退任された皆様、大
変お疲れさまでした。新自治会長の皆様、コロナ禍での自治会運営はご苦労が絶えないと思います
が、地区センターもサポートしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。最近では思わぬ災害が多
いですが、そのような時に自治会は大きな力になります。日頃から自治会活動に参加して、住みよい地
域づくりをしてみませんか。
2枚目の写真は、#ミニひまわりの芽です。ミニひまわりの花言葉は元気と笑顔です。東京2020大会を
盛り上げるために自治会で植えています。花開くのが楽しみですね。 #狭山市 #水富

2021.4.21

2021.4.19



【ふるさと狭山の遺産“広瀬斜子織”】
斜子織は、１８世紀初頭から広瀬地区を中心に生産されてきた絹織物で、世界博覧会で名誉賞を受
賞したほどの織物です。現在、“狭山遊糸会”が中心となり広瀬公民館を拠点として広瀬斜子織の復
元を目指し活動しています。「ふるさとに先人の残した名品があることは誇らしいことであり、その高度
な技術は途絶えさせてはならない」という思いのもと伝統工芸の継承・普及に努め、復元を成功させ
て次世代にも伝えていこうと活動しています。
公民館でも令和２年度はコロナ禍で織体験講座などの開催ができませんでしたが、今年度は地域の
皆さんにぜひ参加していただけるようにと考えています。
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【 #ノルディックウォーク体験講座 4月23日】
「運動不足が気になる」「健康になれる運動がしたい」という方を対象にノルディックウォーク体験講
座を5名の方と実施しました。講師は全日本ノルディックウォーク連盟公認指導員の玉利芳行氏にお
願いしました。公民館で歩き方やポールの使い方などのレクチャーを受けた後、公民館の近くを歩きま
した。水富小学校から「へび坂」を上がり、折り返して公民館へ。参加者の方は「まだまだ元気よ！」と
楽しそうでしたマスクを終始つけての運動だったので、休憩を挟みながらですが、約2キロ、50分ほど
のコースでした。※感染症対策等を万全に行い実施しております

2021.4.26

2021.4.23



【時代の波は水富にも 飯能戦争初戦の地】
飯能戦争は、慶応４年/明治元年（9月で改元）から明治２年（1868年－1869年）にかけて、旧幕府軍
と新政府軍が戦った戊辰戦争の地域戦の一つです。旧幕臣たちで結成された彰義隊のうちの一部
の隊員は、隊から離れ、新たに振武軍を結成し、能仁寺を本営として飯能に駐屯します。一方、上野戦
争で彰義隊に勝利した新政府軍は、振武軍の動きを警戒し、追討のため飯能に派兵します。
そうした中、慶応4年5月23日未明に笹井の入間川河畔（竹ケ淵北側付近）で双方が遭遇し、戦闘が
はじまりました。これが飯能戦争の初戦となります。ここで勝利した新政府軍は、そのまま飯能に進軍し、
早朝には飯能戦争に突入します。
この戦いはその日のうちに新政府軍の勝利で終結しますが、敗走した振武軍の一部はその後新たな
彰義隊を結成、他の部隊と合流し、箱館（函館）戦争に参戦しています。

―42―

【水富地区 堀さらい】
水富地区はその名のとおり、水の豊富な所です。あちらこちらに「根堀」と呼ばれる用水路があります。
29日には毎年恒例の「堀さらい」が予定されていましたが、あいにくの雨で中止した自治会もありまし
た。雨がっぱ姿で実施した第６区自治会の様子を紹介します。昨年は緊急事態宣言中で実施されな
かったので、２年ぶりです。たくさんの泥がたまっていました。皆さん、お疲れさまでした。
天気の良い日に、水富根堀めぐりのウォーキングはいかがですか？

2021.5.12

2021.4.30



【入間川河川敷 #ノルディックウォーク】
入間川河川敷の根岸運動公園から笹井ダムの間を、ポールを持って颯爽と歩いています。
4月23日に開催したノルディックウォーク体験講座に参加した皆さんが講座を受けて再度集まり活動
しているとのことなのでお邪魔しました。公園で歩き方のチェックをします。「一人ではなかなか歩けな
いけれど、皆で歩くと楽しい。」「ポールを持って歩くと、腕を振って姿勢良く歩ける。」とのこと。今の季
節、河川敷にはきれいな花も咲いています。お天気の良い日に河川敷ウォーキングはいかがですか。

―43―

【5月15日WAKU☆DOKIはっぴー＆パントリーを開催】
本日 #水富公民館でWAKU☆DOKIはっぴーとパントリーを開催しました。
▶WAKU☆DOKIはっぴーは地域の大人と子どもで遊びと学びと食事を楽しみながら交流する子ども
食堂の発展型事業です。24名の子どもたちが外遊びや勉強、地域の農家さんから提供を受けた野菜
や、企業からのお肉などを使った料理を美味しく食べていました

▶WAKU☆DOKIパントリーは新型コロナウイルス感染症の影響で困っている家庭に寄付で集めた食
材やマスクなどの生活用品などを配布・支援する事業です。21件の家庭に配布を行いました
※事業実施にあたっては、マスク着用やこまめ手洗い、手指消毒など新型コロナウイルス感染症対策
をして実施しております。

2021.5.15

2021.5.19



【5月22日 #ハーバリウム体験講座実施しました】
ハーバリウムとは植物標本という意味で、元来は研究のために植物の状態を長期保存する方法とし
て生まれたものだそうです。梅雨空の中、参加者の皆さんは楽しそうにガラスの小瓶に色とりどりのお
花を詰めていました。最後にオイルを注ぐと独特な透明感や幻想的なお花の姿に仕上がりました。
どんな方でも気軽に楽しめるインテリアフラワーとして人気があります。
生花だと置く場所に困ったり手入れが面倒だったりしますが、ハーバリウムは持ち運びも手軽なので
プレゼントにも最適ですね。
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【コロナに負けるな！】
水富公民館健康体操サークルの皆さんが掲示板の模様替えをしてくれました。
梅雨入りまじかの季節にあわせ、”紫陽花“”かたつむり“”カエル“の折り紙などに加え「コロナに負
けるな！」の力強い文字をあわせ、あっという間に素敵な掲示板に仕上がりました。
また来週から公民館ではワクチン接種予約支援で多くの方がお越しになると思いますが、皆さんに是
非ご覧いただきたいと思います。

2021.5.22

2021.5.20



【土喰って虫喰ってクチ渋ーい】
毎年この季節になると、どこからともなく公民館にやってきて、玄関先の高いところから「ツチクッテム
シクッテクチシブーイ」と語りかけてくるお客様がいます。ツバメはとても身近な野鳥ですが、はるか遠く
の南の国からやってくる渡り鳥です。春にやってきて日本全国で子育てをして、9月から10月にかけて
南の国に帰っていきますが、その移動距離は往復で1万キロに及ぶこともあります。人家の軒先などに
巣を作り、人と共存することで外敵から身を守っているとも言われています。当館には、いつのころから
か毎年玄関の軒先にやってくるようになりました。
今年は、今月初めごろから巣作りをはじめ、今は卵を温めているようです。もうすぐ元気なひなが孵る
ことでしょう。ご来館の際は、あたたかく見守ってあげてください
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【お花の差し入れをいただきました】
「これ差し入れ！」と水富地区にお住いの方からお花をいただきました。早速カウンターに飾らせてい
ただきました。調べてみましたが #フウリンソウ（カンパニュラ）かと思われます。花言葉は感謝、誠実な
どがありました。きれいなお花だからか利用者の方に「何のお花？」と聞かれ、少しだけお話をしました。
これからも感謝を忘れずに頑張ります。

2021.5.27

2021.5.25



【☔“水”🚿】
水富地区にある笹井配水場の貯水容量は13,800㎥で自然流下方式で各家庭に水を送っています。
水は限りある貴重な資源で、雨という自然からの恵みに頼っているものです。その自然の恵みが脅威
に変わる時も。近年、豪雨などの自然災害が頻発化しています。これから大雨の季節となりますので
住んでいる場所の危険個所を確認しておきましょう。また、地震などの災害発生時には水道などのラ
イフラインがストップすることがあります。事前の備えを行いましょう。
●飲料水の備蓄量
１日１人３Ｌ×家族の人数分を、最低３日分、できれば７日分を用意しておく水富公民館では、
昨年８月に狭山市と狭山ケーブルテレビで製作した“「もしも」の災害に、「いつも」の備えを。”
のＤＶＤを６月中の毎週月・水曜日に上映しています（２８日を除く）
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【ツバメの巣 再建中】
先日紹介した水富公民館のツバメの巣ですが、5月29日朝出勤すると、巣は崩れおち、卵の割れたあ
とがありました。ヒナが孵るのを楽しみにしていたのですが、カラスが突いていたと目撃情報がありまし
た。カラスもどこかでヒナが待っているのかもしれません・・・。それでもツバメは、巣を作り直していま
す！また卵を温めても、またカラスがやってきてはと思い、巣の回りに紐をつけてみました。効果がある
でしょうか？こちらはただ、見守るだけです。

2021.6.7

2021.6.1



【ミニひまわりが咲きました】
水富公民館に植えた #ミニひまわりが咲きました。元気や笑顔が花言葉だそうです。大きいものから
小さいものまで、同じひまわりでも様々ですね。利用者の方も「やっと咲いたわね～」と嬉しそうでした。
東京2020大会を盛り上げるため、狭山市ではミニひまわりの飾花事業を行っています。水富地区で
は自治会やボランティアの方などにお配りしました。風景撮影の合間にも咲きかけのものがありました。
見かけたらぜひ、元気を分けてもらってくださいね
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【日暮らしの馬頭さん】
広瀬橋北側のレンタルビデオ店駐車場脇の高台に、文政年間に建てられた馬頭観音の石塔があり、
「日暮らしの馬頭さん」と呼ばれています。馬頭観音は頭上に馬を戴く観音様で、普通にイメージする
穏やかな観音様とは違い、怒りの形相でとても怖い顔をしています。この怒りが強ければ強いほど人
を救う力が大きく、人々の悩みや苦しみを食べ尽くすと言われています。
ただし、道端に建てられた馬頭観音塔は、当時交通や農作業などの主役だった馬の供養塔や道しる
べとしての意味合いが強いとされています。
日暮らしの馬頭さんは、「馬頭観世音」と刻まれた文字があまりに美しく、人々が立ち止まっていつま
でも眺めていて、日が暮れてしまったという言い伝えが残り、このように呼ばれているようです。

2021.6.12

2021.6.11



【花と緑の会 #コミュニティガーデン 】
水富地区日生さやま台自治会内「広瀬台東中原公園」には、たくさんの種類の花・木があります。咲
き終わってしまったものを含め、全部で５０種類ほどの花があるそうです。「花と緑の会」の皆さんが、
2007年の上広瀬土地区画整理事業の整地後、毎月第2土曜日に公園整備のボランティアをされてい
ます。住民の皆さんの憩いの場、素敵なコミュニティガーデンです。緑道にはラベンダーがあり、ここ１
～２週間が見ごろだそうです。代表の方が「どうぞ散歩がてらご覧いただき、ラベンダーの花を摘んで
お持ち帰りください」とのことです。ラベンダーの香りには、リラックス効果があると言われています。ド
ライフラワーにしてポプリを作って楽しむ方法もありますね。東京2020大会を盛り上げるために配布し
た ＃ミニひまわり も元気に咲いています。「花と緑の会」では、お近くの方で一緒に活動できる方を
募っています。興味を持たれた方は水富公民館までご連絡ください。
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2021.6.18

【6月14日プチっ子クラブしゅっぽっぽにお邪魔しました】
子育て中のママのフォローアップを水富地区で20年以上続けている #プチっ子クラブしゅっぽっぽに
お邪魔してきました。会場は水富公民館のすぐ裏手。月に１～２回ほど活動されています。地域の先輩
ママが先生になり歌や体操、遊びを楽しんでいます。多い時は15組くらいが参加されることもあるそう
ですが、本日は3組の参加。雨が続き遊び場に困る時期ですが、おうちでは出来ない遊びにママも子
どもたちも楽しそうでした。事業詳細や問い合わせ先は文末および添付チラシをご覧ください。

水富地区では子育て事業が豊富で、ほかにも水富公民館では #水富親子講座はっぴー #あかちゃん
ワイワイ広場 #WAKUDOKIはっぴーなど、生まれてから中学校を卒業するまで参加できる事業があ
ります。公民館職員や地元の方たちで「●●ちゃん大きくなったねぇ」と見守っています。各事業詳細は
ハッシュタグを選択してご覧ください。
▶ プチっ子クラブしゅっぽっぽ
活動日時：月１～２回、10時～11時30分
対象年齢：２歳半～就園前
活動場所：狭山市根岸（水富公民館裏）
問合せ先：04-2954-7550（山﨑さん）
※当団体は #さやま子育て支援ネットワーク に加入しています。

2021.6.14



【6月19日WAKU☆DOKIはっぴーを開催】
本日 #水富公民館でWAKU☆DOKIはっぴーを開催しました。WAKU☆DOKIはっぴーは地域の大
人と子どもで遊びと学びと食事を楽しみながら交流する子ども食堂の発展型事業です。
本日はあいにくの雨でしたので、室内でホールや和室に分かれての遊び、スタッフが用意した教材や
学校の宿題などの自習、地域の農家さんの野菜や農林水産省の補助事業を活用したうな丼などを
食べました。計22名の子どもたちが参加しました。水富地区には水富小・笹井小・広瀬小の３つの小
学校がある中で、各学校の子どもたちが交流し合う貴重な機会にもなっています。
※事業実施にあたっては、マスク着用やこまめ手洗い、手指消毒など新型コロナウイルス感染症対策
をして実施しております
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【6月18日あかちゃんワイワイ広場水富公民館会場開催】
本日6月18日、10時30分から11時30分まで #あかちゃんワイワイ広場 を実施しました。
当事業は0歳から1歳6ヶ月くらいまでのお子さんを持つ子育て世代を支援するため、狭山市総合子
育て支援センターが実施する事業です。本日6月18日は3組の方が参加されました。
次回は8月20日実施となります。詳細は狭山市総合子育て支援センターまでお問い合わせください。
◆狭山市総合子育て支援センター
受付時間：9時30分から16時30分まで 電話：04-2937-3624

2021.6.18

2021.6.19



【6月21日持続可能な自治会について】
６月２１日（月）水富地区自治会連合会では「持続可能な自治会について」をテーマに自治会長研修
会を行いました自治会が抱える課題について出し合い、解決方法についてそれぞれの考えを付箋を
使って書き出すワークショップ形式で行いました。
住みやすい地域づくりを進めるため、担い手不足問題や役員の負担軽減など持続できる自治会の在
り方について最後は班ごとに発表し意見を共有し合いました。
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【6月20日お茶摘み体験（「農と食育」Kids&Jr.・広瀬公民館共催）を実施】
本日、根堀近くにある #広瀬古谷園 (純狭山茶処古谷園 )の５代目園主の古谷敦夫さんと茶摘み体
験講座を実施しました。計５組のご家族の参加となりました。茶園まで水富公民館から向かい、茶摘
み体験、休憩に冷たい狭山茶と紅茶、狭山茶ようかんをいただきました。体験後は摘んだ茶葉を家庭
でお茶にする方法や、茶葉を使ったレシピなどを学びました。なお、普段は「農と食育」Kids&Jr.さんの
事業では、農業体験のあと、実食を通した食育を行っています。「300枚以上とれた！」と嬉しそうなお
子さんもいて、とても楽しく活動ができました。
※感染防止策を講じて実施しております。なお、広い茶園での実施のため、距離が取れており、かつ、
同居家族だけの際は暑さ対策のためマスクを外しての体験としております。

2021.6.20

2021.6.22



【笹井堰（ダム）と用水路（堀）】
水富地区は、その名のとおり水利に恵まれ、地区内には入間川のほかに、あちこちに灌漑用の水路が
流れていて、その水の多くは笹井堰から取水しています。笹井堰は江戸時代からの取水場でここから
引き込まれた水は入間川左岸の村々の水田を潤していました。笹井ダムと呼ばれる現在の堰は、昭和
14年に一旦は完成しましたが、台風で決壊するなどして、昭和27年に復旧工事が完了したものです。
用水路は、地区によって笹井堀、車堀、根岸堀、根堀などと呼ばれ、現在もその名称が残っています。
用水路の水は、水田用水のほかに、精米・製粉などを行う水車の稼働や農具の洗浄、衣類の洗濯な
ど日常生活にも使われていました。
昭和30年代の終わり頃までは、入間川で泳ぐことができ、用水路では蛍が飛び交っていましたが、40

年代になると生活排水などで水質が悪化してしまいました。しかし、その後は浄化運動などで環境が
回復し、錦鯉が優雅に泳ぐ堀もあります。
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【6月24日水富親子講座はっぴーを開催しました】
本日、キッズスマイル実行委員会が主催する #水富親子講座はっぴーを開催しました。グループワー
クでは子どもの愛着形成と発達について学び、体験遊びでタオルマスコットの作成、体操や踊り、読み
聞かせなどを行いました。帰り際、参加した子どものポケットを見ると、お母さんが作ったタオルマス
コットを大事にしまっていてほっこりしました。
キッズスマイル実行委員会の皆さんはこの講座のほかにも #WAKUDOKIはっぴーの運営や青少年
育成水富地域会議に携わっていらっしゃる方もいます。孤立しがちな子育て世代を地域の大人の力で
子育て世代をフォローしています。※講座実施に当たり感染症対策を万全に行っております。

2021.6.24

2021.6.25



【ツバメのヒナ】
水富公民館のツバメです。
約1カ月前に巣が崩れ落ち、卵も割れてしまいましたが、親ツバメはあきらめずに巣を再建しました。
今ではヒナが５羽！親ツバメはエサ運びに大忙しです。水富公民館で生まれたツバメたち、元気に育っ
てほしいと願います。ご来館の皆さま、頭上からの落とし物に注意です。あたたかく見守ってください。
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【狭山市民展6月30日から開催】
6月30日から7月5日まで狭山市市民交流センターで第38回狭山市民展を開催します。
写真は水富公民館に申し込みした方の出品作品です。来場される方は、来場前の体調確認や来場時
のマスク着用、手指消毒、検温、氏名等の記入に御協力をいただきますようお願いします。

第38回狭山市民展
◆日時：6月30日(水)～7月5日(月)9時～16時 ※7月5日(月)のみ12時まで
◆会場：狭山市市民交流センター１階コミュニティホール及び３階第２ホール、第３学習室
※作品写真は会場準備時に撮影したものです

2021.7.5

2021.6.29



【厳しい自然界】
とても残念な事が起こりました。巣が崩落しても負けずに再建し、見事にヒナを孵した公民館のツバメ
ですが、7月8日の朝突然ヒナの姿が全く見えなくなってしまいました。
親鳥は近くを飛びまわり、巣の中を何度ものぞき込んだりしていましたが、ヒナは一向に姿を見せませ
ん。前日までは元気にピーピーと鳴いていましたし、巣から落ちた形跡もないので、恐らくは天敵に襲
われたものと思われます。本当に残念ですが、これも弱肉強食という自然界の厳しい原則でしょうか
親鳥は、数日経った今でも時折様子を見に来ては、巣にとまって何か思案しているように見えます。ツ
バメは7月下旬までは産卵可能で、中には1シーズン3回産卵する個体もいるようなので、もしかする
と・・・しばらくは様子を見てみたいと思います

―53―

【♪ささの葉さーらさら♪】
７月７日（水）笹井保育所で七夕集会がありました。織姫と彦星に扮した先生が、 #七夕の由来につ
いてお話した後「たなばたさま」の歌に合わせてキラキラ光るパネルシアターを楽しみました。
ホールいっぱいに飾り付けられた #竹飾り には、子どもたち一人一人の願い事を書いた短冊がゆれ
ていました。
以前は笹井保育所の園児たちと更生保護女性会水富支部の皆さんが、一緒に水富公民館で七夕飾
りをしていましたが、昨年に引き続き保育所だけでの飾り付けとなりました。その代わりとして、更生保
護女性会の方が手作りした飾りがプレゼントされ、竹に飾りつけられていました。

2021.7.5

2021.7.7



【7月14日 スマホ体験講座を開催しました】
恒例となりつつある #スマホ体験講座を実施しました。今日と来週21日の２回でスマートフォンに慣
れていただくものです。今日はマップ機能を使って“タップ”（選択）や“スワイプ”（画面を動かす）、検
索などの基本操作に触れました。
また、文字入力の練習として音声入力機能も試しました。カメラ機能やQRコード※の読み取りなども
練習、この投稿も実際に講座中に皆さんに読み取ってご覧いただいています。
スマホ体験講座は引き続き企画予定です。みずとみ公民館だよりにて告知しますので、ご覧ください。
※QRコードという名称は株式会社デンソーウェブの登録商標です
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【風車～地域の方からの差し入れをいただきました】
地域の方から「良ければ使ってください」と風車をいただきました。
一部は公民館に飾り付けをしますが、お子さまが喜ぶかと思いますので、欲しい方がいらっしゃれば、
絵本を借りに来た際や、みずとみ子育てルームをご利用の際など、公民館にお立ち寄りの際に職員ま
でお声がけください。※無くなり次第終了です

2021.7.14

2021.7.13



【7月17日ＷＡＫＵ☆ＤＯＫＩはっぴーを開催】
本日、#水富公民館でＷＡＫＵ☆ＤＯＫＩはっぴーを開催しました。ＷＡＫＵ☆ＤＯＫＩはっぴーは地域の大
人と子どもで遊びと学びと食事を楽しみながら交流する子ども食堂の発展型事業です。
本日は晴天…というよりも猛暑でしたので、外遊びは短時間に。水富小学校の木陰でセミの抜け殻を
大人と協力して落としたり、アスレチックをしたりしました。
その後は暑さ対策のため公民館の部屋で学びと遊び。学校のドリルや宿題をみんなやっていました。
食の時間は人数が多かったため２部屋に分かれて焼き肉丼、そうめん汁などを食べておなか一杯で
す。黙食も子どもたちが徹底してくれました。今日は高学年のお友達には市オリンピック準備室で企画
している短冊へ選手の応援を書く事業にも参加いただきました。今後、オリンピック準備室のTwitterな
どで掲載予定です。こちらもお楽しみに！
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2021.7.17

【7月15日水富親子講座はっぴーを開催しました】
本日、キッズスマイル実行委員会が主催する #水富親子講座はっぴーを開催しました。
グループワークでは「言葉のデパート」と題し、家庭での子どもたちの言葉の発達についてや悩みを
共有し合い、喃語が出てきた、キャラクターの名前が言えそう、などの話をしました。
まとめとして、講師の 笠松直美 さんから、言葉の発達段階や子どもへの声掛けの仕方、子どもが話そ
うとするときに保護者や兄弟が先取りして話してしまうことでの言葉の発達の遅れなどについて話が
ありました。体験遊びでは、ゾウやキリンなどの動物が描かれた絵を子どもたちに見せ、文字数分タン
バリンを鳴らしながら言葉を練習しました。子どもたちから「パーパーダ！（パンダ）などの言葉が自主
的に出るとスタッフや保護者が嬉しそうに拍手するなど、温かい見守りでした。体操では、ビニール紐
をくぐったり、跨いだりの運動を少し。月齢にもよりますがみんな上手にできました。そのうちジャンプも
出来そうです。ほかにも絵本の読み聞かせやアイスブレイクなどで楽しみました。※実施に当たり感染
症対策を万全に行っております

2021.7.15



【7月21日スマホ体験講座を開催しました】
昨日21日に #スマホ体験講座を実施しました。先週14日に引き続き全２回の講座となります。
今日は前回の復習として指先の操作を慣らすためのマップ操作や音声入力、カメラや動画の見方、撮
り方。そして最後には「Googleレンズ」を使ったカメラ検索機能を試してみました。
難しい方程式や外国語が書かれた紙をカメラで読み取ると答えや翻訳が！一同感嘆…「こんなことも
出来るのね」と驚いていました。3月末に動画や紙媒体を配布している「QRコードの読み取り方」のテ
キストでもGoogleレンズを紹介しています。カメラを起動してマークを探せばすぐに使えるのでお勧め
です。水富公民館だけでなく、市内の各公民館では、高齢者が情報機器を扱う機会が加速化すること
から、定期的に体験講座を実施しています。
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2021.7.22

【水富剣道部】
「めぇーん！」「どぉー！」「こてぇー！」水富小学校体育館から、元気のよい力強い声が聞こえてきます。
毎週水曜日夜間と土曜日の午前中に活動している「水富剣道部」を紹介します。
「水富剣道部」は水富体育協会の設立と同時に発足し、約50年も続く団体です。
狭山市の水富・笹井・広瀬地区を中心に、大人から子どもまで、剣道愛好者が集まっています。
部長の佐藤一夫さんにお話しをお聞きすると、「礼に始まり礼に終わる」剣道は、「相手の痛みは自分
の痛みとして、人を思いやる心を養える。」とのことです。
また、練習を積むと反射神経も良くなり、日常生活にも役立つそうです。

2021.7.21



【7月25日プログラミング体験講座第1回を開催】
本日、7月25日にプログラミング体験講座の第1回を開催しました。講師は齋藤大輔先生、一昨年から
水富公民館でプログラミング講座をお願いし、昨年はオンライン講座でもご尽力いただきました。
まずは、ICT※1やIoT※2、プログラミングとは何かを学びました。その後、プログラミングでダンジョン
を攻略するゲームを体験しました。ビジュアルプログラミング言語※3で、「attack」（敵モンスターへの
攻撃）か「heal」（自身の回復）のプログラムを組み合わせながら、敵を倒していきます。
一見遊んでいるようですが、最小値や最大値、変数、（今回は辿り着けませんでしたが）繰り返しなど
の設定を通じて、プログラミングを学ぶ上の基礎が学べています。後半ではこのゲームがどのように作
られているかを学びました。例えば、機械学習で作曲をしており、人が作曲していないこと、特定の画
像を読み込み組み替える（配列）ことでステージが作成できるなどです。特に後者の仕組みは次回の
講座でのキーワードとなってきます。参加者は4名と少なかったこともあり、難しい内容ではありました
が丁寧に補助しながら講座を進められました。プログラミング教育は単にプログラミング言語を使って
コードを打つだけでなく、プログラミング的思考（分解・抽象化・一般化・組み合わせ）を通じた論理的
思考や創造性、問題解決能力の育成などを図り行うものです。子どもの興味関心をうまく捉えながら、
難しい内容を学ぶことができました。

【台風・豪雨に備え防災講座を実施しました】
本日２８日（水）午後３時から水富公民館では風水害に特化した「防災講座」を実施しました。
台風８号が関東地方に接近した直後ということもあり、参加者の皆さんもいい意味で緊張感をもって
真剣に講義をうけていました。水富地区は風水害による災害リスクが地区ごとに様々であるため、お
住まいの場所の災害リスクを正しく認識し適切な避難行動をとること、安全に避難できる適切なタイミ
ングと避難情報の取得方法、備蓄品や非常持出品などの事前の備えについて再確認をしました。
最後に参加者の質問に講師の市危機管理課職員が回答し、１時間半の講座が終了しました。
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2021.7.25

（用語補足説明）
※1 ICT：情報通信技術のこと。Information and 

Communication Technologyの略
※2 IoT：モノのインターネット、Internet of Thingsの略。
様々なものがインターネットに接続されて動く仕組みです。
※3 ビジュアルプログラミング言語とは、ブロックやパズ
ルなどの視覚的な表現方法を用いて、プログラミングを
行うもので、学校では「Scratch（スクラッチ）」や
「MakeCode（メイクコード）」などがよく使われています。

2021.7.28



【浮彫地蔵の道しるべ】
笹井小学校の北西、入間市との市境近くの道端に、江戸時代の建立とされる浮彫地蔵菩薩が２体あ
ります。この地蔵は、秩父・飯能・子の権現への道しるべとして建てられたものと考えられていて、「右、
中山ちち婦みち」「左、飯能子のこんげん道」、台座には「笹井村」と刻まれています。
今でこそ、この道の交通量はあまり多くありませんが、元々は黒須村（現在の入間市黒須）で日光脇
往還から分岐し、黒須村と笹井村を結ぶ笹井の渡し（現在の笹井ダムのすぐ下流）を経て、笹井白鬚
神社脇を通り秩父方面へ至る「秩父道」と呼ばれた街道であり、江戸と秩父を結ぶ重要な道の一部
でした。多くの人がこの道しるべを見て旅をしたことでしょう

【今年もミストを設置！】
公民館事業運営委員の方に公民館正面玄関前にミストを設置していただきました。暑い夏でも涼しく
皆様をお迎えするためのものです。また、以前紹介した風車や自治会長さんが書いた絵など、皆様の
温かい差し入れを公民館に飾り、お客様をお迎えしています。昔からの頂き物も数多くありますので、
普段お使いになる際や証明発行にお見えになった際はぜひ、ご覧ください。
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2021.7.31

2021.8.2



【さやまっちオープンガーデン】
#さやまっちオープンガーデン は、花や緑が大好きな“花仲間”の皆さんが、丹精込めて育てた個人の
庭をご厚意によって公開しています。水富・笹井地区の #オープンガーデン今坂さんのお庭にお邪魔
しました。お庭には花木や柑橘類があり、季節を楽しむ花庭づくりをされています。今坂さんには花木
の説明をいただき、とても癒される時間を過ごすことができました。庭主の方や見学者同士が、植物を
通して触れ合いの輪が広がると素敵ですね。（ソーシャルディスタンスでお願いします。）
今後の予定をお聞きした所、市内のオープンガーデンめぐりのスタンプラリーを計画されるそうです。
スタンプがたまると何か？・・・お楽しみに！さやまっちオープンガーデンマップは、水富公民館にも置い
てあります。見学の際は公開時期と敷地内見学か敷地外見学を確認し、ルールやマナーを守り、近所
の皆さまの迷惑とならないようにお願いします。

【 狭山地方交通安全協会「水富支部」】
交通安全協会「水富支部」は、市内各地区で実施している“新型コロナウイルス感染症拡大防止啓
発活動”に協力しています。８月中の週３回ほど水富地区内全域を巡回し狭山市からのメッセージを
届けています。
交通安全協会「水富支部」は、市や警察署または地域からの要請に基づき、交通安全運動や交通事
故防止運動、交通監視活動、交通誘導などを行っている団体です。その他にも、児童生徒の見守り活
動など地域の安全のために活動しています

～放送内容～
狭山市役所からのお知らせです。現在、新型コロナウイルスの感染者数が、急激に増加
しています。 県境をまたぐ移動を控えましょう。また、家庭内での感染にも注意しましょう。
ご自身や、大切な人の命と暮らしを守るために、今一度、一人ひとりが感染予防を心掛けましょう。
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2021.8.6

2021.8.13



【鎌倉街道】
「鎌倉街道」は、関東地方の各地に残る鎌倉へ通じる古道の総称で、鎌倉と往来するいくつかの要路
を指しています。その中でも主要幹線として、上道（かみみち/かみつみち/かみのみち）・中道（なかみ
ち/なかつみち/なかのみち）・下道（しもみち/しもつみち/しものみち）の3道があり、市内には上道が
通っていました上道は、鎌倉から町田・府中・所沢を経て、高崎から信濃・越後へも通じる最も重要な
道で、市内では、概ね今の県道50号線（所沢狭山線）から、狭山市駅のすぐ西脇を通り、新富士見橋
の下流にあった八丁の渡しを超え、水富と柏原の境を通る信濃坂（奥州道交差点先）を登り日高市
方面へ続いていました
※なお、市内を通る鎌倉街道としては、所沢で上道から分岐して堀兼地区を通る「堀兼道」もありまし
た重要な幹線だった上道ですが、時代とともに周辺の都市化が進み、舗装・改修・拡張されたり開発
などで消滅したりしていて、当時の面影や痕跡などは、市内ではほとんど見ることができません
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2021.8.18

1周年の記録（2021.08.24時点）

ページへのいいね 140件
ページのフォロワー 163件
投稿数 232件
投稿のリーチ 累計121,250件
投稿に対するいいね等 累計 12,618件

リーチが多かった投稿上位5件

2020.8/26 We Loveみずとみ Facebookはじめました
2021.4/15 手打ちそば秀庵 #じもごは#じもごは写真紹介
2021.7/12 厳しい自然界
2021.4/12 #狭山茶🍵の季節が間もなく

2020.11/21 11月21日 #ＷＡＫＵＤＯＫＩはっぴー を開催しました

いいね等が多かった投稿上位5件
2021.7/12 厳しい自然界
2021.7.24 7月25日 プログラミング体験講座 第1回を開催
2021.8.17 鎌倉街道
2021.8.17 6月20日 お茶摘み体験（「農と食育」Kids&Jr.・広瀬公民館共催）を実施
2021.7.30 浮彫地蔵の道しるべ
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動画で水富地区の名所やイベントを紹介
コロナ禍で外出しにくい時期ですので、気分だけでも散策を・・・と思い作成しています。
今後も不定期で更新予定です。
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2021年度にインターネットを使って実施した事業（抜粋）

地元deごはん フォトコンテスト
「食べて・撮って」地元の飲食店を応援しよう！
というコンセプトで実施した企画。一般参加者15名の
方が、水富地区内の飲食店18店舗分もの写真をご
投稿いただきました。

地区内の７店舗に協賛いただいたほか、狭山市ビジ
ネスサポートセンターにもご協力をいただきました。

残しておきたい水富地区の風景
水富地区の「名所」だけでなく、ちょっと気になる場所
などにも着目し、写真で紹介する事業です。
地元ならではのスポット、思い出があるかと思います。
投稿写真を見て、ふっと昔を思い出していただければ
幸いです。

Facebookページ開設１周年記念誌
令和３年８月２６日発行
発行・編集：狭山市水富地区センター（公民館）


