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　みなさん、こんにちは。早いもので今年も
師走を迎えました。日に日に寒さが増します
が、今年最後の１カ月を元気にお過ごしくだ
さい。
　さて、先月11日に「第3回 川口宿 鳩ヶ谷宿 
日光御成道まつり」を開催したところ、秋晴
れの空の下、成功裏に終了することができま
した。来場した14万9千人の観客が見守る中、
出演者1500人が練り歩く行列はまさに圧巻
でした。
　振り返れば今年は記念すべき祭りやイベン
トが目白押しの1年でしたが、中でも7月の

「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2018」、8月
の「第40回たたら祭り」、10月の「第11回中
小企業都市サミット」と「川口市市産品フェア
2018」、そして御成道まつりなど主要事業は
すべて天候に恵まれました。特に御成道まつ
りは、1年前から「日程は11月11日、天気は
晴れ！」と公言してきましたが、この結果は
奇跡ではないかと思っています。
　よく「イベントは天気が良ければ８割成功」
などと言われますが、実際すべての事業が大
成功でした。しかし、その陰にはさまざまな
企業・団体、スタッフをはじめとする関係各
位のご尽力があり、そして市内外からご来場
くださった多くの皆さんのご支援・ご協力が
あったからこそ大成功を収めることができた
のだと思います。改めてすべての皆さんに感
謝と御礼を申し上げます。
　とかく祭りのあとは一抹の寂しさを感じる
ものですが、私はこれらは中核市となった川
口市を盛り上げるプレイベントで、むしろ本
番はこれからだと考えています。感傷に浸る
のではなく、祭りで
醸成された一体感を
本市の元気として、
子育てや教育、福祉
や保健・医療などさ
まざまな分野にオー
ル川口で取り組んで
いきますので、今後
ともどうぞよろしく
お願いします。

みんなでつくる
川口の元気 vol.50

マイシティかわぐちMy City Kawaguchi
暮らしに役立つ ぜひご利用ください

「きらり川口」情報メール

植物取引センターと川口緑化センターで開催。地元野菜・植木・
鉢花販売のほか、ステージショーなど多彩なイベントが開催され、
多くのかたでにぎわいました。

3㈷・ 4㈰11

第２７回緑と大地の豊年まつり

河川改修事業などで関東の発展に貢献した伊奈氏にゆかりの
ある２市１町の首長が一堂に会し、SKIPシティで開催。伊奈氏の
果たした役割の重要性を再認識するとともに、友好を深めました。

4㈰11 伊奈サミット

昨年１２月２１日に人口６０万人を達成したことを記念して、川口市
農業青年会議所理事長 石塚 直幸 氏から常緑ヤマボウシが寄
贈され、植樹を行いました。

5㈪11

4㈰11

川口市民６０万人
達成記念植樹式

中央ふれあい館で開催。市内の工場で製造されたベーゴマを
使った真剣勝負に、会場は大いに盛り上がりました。

4㈰11 第14回
全国ベーゴマ選手権大会

消防局で開催。参加した市内の小学5・6年生は防火の誓い
を読みあげ、消火・救助・119番通報、はしご車への搭乗な
どさまざまな体験をしました。

17㈯11 少年少女消防体験教室

西・並木・横曽根・西川口地区の小・中学校など１０会場で実施。
大地震後で電気、ガス、水道などのライフラインが遮断されたと
いう想定のもと、住民が主体の実践的な訓練が行われました。

川口市総合防災訓練

北海道胆振東部地震
災害義援金

ご協力のお礼とご報告
　北海道胆振東部地震災害に際し、市内各施設に義
援金箱を設置したところ、市民の皆さまから義援金を
多数お寄せいただきました。
　義援金総額1,030,661円につきましては、10月25
日に日本赤十字社へお送りいたしました。
　皆さまのご支援・ご協力に心から感謝申し上げます。
問い合わせ…総務課　A048-２５９-９０２１

市内全域で実施。きれいで住みやすいまちをつくるため、
子どもから大人まで多くのかたがボランティアで参加し、
ごみの回収を行いました。

18㈰11

全市一斉クリーンタウン作戦
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