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3 月 15 日(木)に上山口中、16 日(金)に山口中の卒業証書授与式が行われました。式では卒業生が来賓、保護

者や在校生の温かい拍手に迎えられながら入場し、校長先生から一人一人に卒業証書が手渡されました。卒業生代

表からは、先生方や両親への感謝の言葉が述べられ、子どもたちの成長した姿に涙する場面もありました。また、

勉強や部活動に励んだ日々を懐かしみながらの合唱はどれも心のこもったものでしたが、最後の校歌斉唱は想いが 

こみ上げてきた卒業生たちの気持ちが会場に広がり、とても感動的でした。 

続く 23日(金)は山口小、泉小、椿峰小の卒業式でした。始めは通い慣れ

た学び舎を巣立つ不安と中学校生活への期待が入り混じった表情の卒業生

でしたが、式の終盤の在校生への呼びかけで母校を託した後は、晴れ晴れと

した顔で元気に巣立っていきました。 

4月 9日(月)の小学校と中学校の入学式では、夢や希望を胸に新たなスタ

ートが切られ、校門の前では我が子の門出を写真に収める家族の姿が多く見

られました。これからも、地域の子どもたちが何事にもチャレンジ精神で取

り組み、充実した日々を送れるよう見守っていきたいと思いました。 卒業したよ～！ 

大切な仲間との写真は宝物です。 撮影の順番を待つ長い列ができました。 仲良し３人組、良い記念になるでしょう。 

 

 

 

3月 17日(土)、山口まちづくりセンターにおいて、平成 29年度山口地

区安全・安心推進大会（主催：山口まちづくり推進協議会、山口地区・安全

安心大会実行委員会、共催：山口地区自治連合会、所沢交通安全協会山口支

部、協力：山口地区民生委員・児童委員協議会、上山口中学校 PTA）が開

催され、112 名と多くの参加がありました。今年のテーマは「交通安全・

事故防止」です。 

第１部の式典では、副市長はじめ来賓の挨拶と推進協議会の神藤会長から

「安全は行動のすべてに優先する」主旨の大会宣言が行われました。第 2

部では、所沢警察署交通課による講演と「その事故はなぜ起きたのか」と題

したDVD 視聴があり、参加者は所沢市内での死亡事故の発生状況と発生原 
参加者は息を凝らして一龍斎貞称氏の
朗読に聞き入りました。 

因とその防止策を事例から学びました。 

第 3部では、講談師の一龍斎貞称氏による、身内の事故体験談を交えたお話と朗読「交通事故被害者と加害者

の手記より」がありました。被害者の悲しみと加害者の痛恨の念が伝わる朗読に場内はシーンと静まり返り、事故

の悲劇を教訓として、安全行動・ルールを順守することの大切さを学びました。 

大会終了後、山口地区で新たに導入した青色防犯パトロール車（通称青パト）の出発式があり、交通安全協会の

パトロール車、青パト、第 7分団消防車の 3台が連なって山口地区内をパトロールしました。 
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回 覧  

「その事故はなぜ起きたのか」  交通安全・事故防止策を学ぶ 
平成２９年度 山口地区安全・安心推進大会が開催されました  

祝 卒業・入学 
～ 大切な思い出とともに新しい世界へ飛び立とう！ ～ 
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出発式の後、拍手に送られ初出動。 

「地域の安全は地域の眼により地域で守る」を目的に、地域安全部会の事

業として山口地区に青色防犯パトロール車（青パト）が導入され、４月から

運用が始まりました。運用主体は所沢市防犯協会山口支部で、山口地区自治

連合会とまちづくり推進協議会が連携します。 

すでに各自治会・町内会の防犯担当に呼びかけて講習会が開かれ、51名 

に実施者証が交付されています。具体的には、山口地区を 4区に分け、１か月交代でそれぞれの区内をきめ細か

くパトロールします。青パトの導入により、問題点の早期発見と解決が期待されています。また、さまざまな角度

から自分の住む地域を見直すことも可能になります。 

 

 
 
 

さまざまな問題を抱えながら急速に進む高齢化社会、山口地区も例外ではありません。このような問題を地域の

重要な取り組み課題として捉え、高齢者の皆さんが明るく、楽しく、元気に暮らせるよう、関連する組織や団体が

横断的に連携した新たな試みが始まりました。 

３月 10日(土)町谷自治会館内と近隣で、「迷い人声掛け運動～お帰り人に優しい山口～」を行ないました。主

催：町谷自治会、山口地区地域ケア会議、協賛：地域福祉部会、後援：所沢市高齢者支援課、協力：所沢市社会福

祉協議会、山口地区民生委員・児童委員協議会、グループホームえがお、かるな山口、山口地区ケアマネ会議、山

寿会、安全協会山口支部。初めての試みでしたが、関係者 52名、一般の方 32名が参加しました。 

第１部は屋内で認知症ミニ講座と山寿会の皆さんの寸劇、第２部は屋外９ヵ所で認知症役の人に声かけを体験、

その後、屋内でグループごとに意見交換を行いました。中学生も９名参加しました。「体験して大変参考になりま

した。前向きに声をかける気持ちになりました」と意見がありました。 

今回の訓練は、体験により路上で迷っている認知症の方への声かけを学ぶとともに、地域で支えるしくみづくり

と、安心して暮らせる地域づくりにきっとつながっていくことと思います。 

世代を超えて９名の中学生が参加。若い
人の参加はうれしいことです。 

迷い人への声かけは体験して始めて大
変さが分かります。 

実行委員の方々。様々な組織・団体か
らこれだけ多くの人たちが集まりました。 

 
 
 

 

2月 24日(土)、山口まちづくりセンターにおいて、「あったらいいな“みんなのたまり場”」をテーマとした住

民懇談会が開かれ、76 名が参加しました。（共催：地域福祉部会、所沢市社会福祉協議会）今回のテーマは昨年

度の住民懇談会アンケート結果を反映したものです。 

第 1 部では、社会福祉協議会の 2名の掛け合いによる分かりやすい趣旨

説明に始まり、氷川町内会と大鐘自治会での先進的取り組み事例報告があり

ました。第 2 部では参加者が 6 班に分かれ、たまり場のイメージやそこで

やりたいことについて意見を出し合い、最後に各班の成果を発表しました。 

2025 年になると団塊の世代が 75 歳以上になり、これまでの機能回復

訓練中心の介護予防では対応しきれなくなります。このため、なるべく介護

のお世話にならず、いつまでも元気でいられるよう、社会参加も加えた介護

予防に変わろうとしています。高齢者の元気の秘訣は社会参加と楽しい仲間

がいること、今回は参加者全員でその実現方法を探る住民懇談会でした。 皆で様々な知恵を出し合いました。 

山口地区住民懇談会 あったらいいな“みんなのたまり場”  
高齢者の元気の秘訣は社会参加と楽しい仲間 

笑顔で優しいひと声を！ 
山口地区の 11 の組織・団体が協力して「体験型“迷い人声かけ運動”」を実施 

山口地区に青パト導入 ４月から運用開始 

地域の安全は地域の眼により地域で守る 
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現代語で当時の状況を説明。 

３月２４日(土)午後、山口まちづくりセンターにおいて、「古文書『山口

詣』を読む」と題した歴史勉強会（主催：山口まちづくりセンター）が開催

されました。講師は山口郷土民俗資料保存会副会長の小山 裕氏。 

江戸末期の嘉永２年、「柳瀬の川うそ」（本名は不明）によって書かれた古

文書「山口詣」（町田源一氏所有）を現代語で読み解いていく勉強会でした。 

陽春の頃、作者が酒を携え、今は湖底に沈んだ勝楽寺村、山口、小手指、 

三ケ島などにある神社仏閣などを訪ねた時の印象が記されており、当時ののどかな情景が目に浮かぶようでした。 

当日は、当初の申し込み人数を上回る参加者があり、次回の要望が出るなど、大盛況のうちに終了しました。 

 

 

 

 

 

まちづくりセンターに設置
されている回収ボックス。 

本プロジェクトは、東京 2020オリンピック・パラリンピックの約 5,000個のメ

ダルを日本全国から集めたリサイクル金属で作ろうという国民参画型のプロジェク

ト（主催：東京 2020 組織委員会）です。所沢市は、全国でもいち早く昨年４月１

日から参画し、すでに回収目標（10,000個）の 7割以上を達成しています。 

所沢市で回収するのは、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、コード類の

５品目です。山口まちづくりセンターでも回収ボックスが設置されています（右写

真）。なお、個人情報を含むものはデータを消去してからお持ち下さい。 

 

 

 

「菩提樹」という地名は、天正 18年（1590）徳川家康が江戸に入り、知行を開始したときは「菩提木」と書

かれていました。天正 19年（1591）に定められた徳川家の知行宛行状（ちぎょうあてがいじょう）に記され、

所沢市史などにも紹介されています。今号では、春にちなみ先ず密厳院の「花祭り」について島野住職さんや檀家

の方々にお話を色々伺ったので紹介します。 

村にはお釈迦さまの伝えがあります。お釈迦さまの日には甘茶を作り、お釈迦さまにかけたり、飲んで味わった

りすることが昔から行われています。皆様も子どもの頃、覚えがある方も多いかと思います。ここ菩提樹にある密 

厳院では、近年、寺の檀家有志の方々が昔の子

ども時代に体験した楽しみの一つを復活させよ

うと、毎年 4 月上旬（今年は 8 日(日)）に「花

祭り」を実施しています。 

お釈迦さまと云えば、今から約 2600年前イ

ンドのシャキャー族の王子として誕生し、即歩

で七歩、右手で天を左手で地を指して歩き、天

上天下唯我独尊（テンジョウテンゲユイガドク

ソン）と説いたと伝えられ、何処のお釈迦さま

の像もこの姿となっています。菩提樹の木の下 

密厳院の檀家有志により復活した 
「花祭り」。 

お釈迦さまの姿像を花で囲
みます。 

で生死の修行時に乳粥を戴いたことで元気になったと古来より伝わり、日本では甘茶を釈迦像にかけ、自分も戴き

健康と幸せを祈願する素朴な祭りになりました。 

菩提木の古い歴史と見所など今後ご紹介していきますのでお楽しみに！ 

 

 

催し物の名称・主催 日時・場所・内容 募集内容・申込み 

フラワーアレンジメン

ト教室～生活の中に花

を飾ろう～ 
主催：山口まちづくりセン

ター 

日時 

 

場所 

６月 19 日（火）～12 月 27 日（木）全８回 

午前 10 時～11 時 

山口まちづくりセンター（学習室 2 号） 

対 象 

申込み 

問合せ 

参加費 

成人（先着 20 名） 

５月 15 日（火）午前９時

から山口まちづくりセンター  

初回のみ 2,000 円、 

各回 1,500 円 

詳細は山口まちづくりセンター（℡2924-1224）に

お問合せ下さい。 

山口地区の催し物情報・参加者募集 

ご協力を 都市鉱山から作る! みんなのメダルプロジェクト 
不要になったあなたの携帯電話や小型家電が東京 2020 オリンピック・ 

パラリンピックのメダルになります 

シリーズ㉘ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 
菩提樹（ぼだいぎ）その１ 

大盛況の歴史勉強会 古文書「山口詣」を読む 
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子育て広場 
共催：母子愛育班・更生保
護女性会・民生委員児童委
員協議会・山口まちづくりセンター  

日時 
 

場所 
内容 

５月２日、６月６日、７月４日（第 1 水曜日）
午前 10 時～12 時 
山口まちづくりセンター（和室） 
乳児の子育て支援と交流 

対 象 
申込み 
参加費 

乳児とその保護者 
当日、直接お越し下さい。 
無料 

山口子ども文庫おはな
し会 
共催：山口子ども文庫おは
なし会・山口まちづくりセンター 

日時 
 
 

場所 

本の貸し出し：５月 12 日、19 日、26 日、６月２日、９日、16 日、23 日、７月
７日、14 日、21 日、28 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 
おはなし会：５月はお休み、６月２日、７月 14 日 
山口まちづくりセンター（学習室３号） 

こども囲碁教室 
共催：山口囲碁クラブ・山
口まちづくりセンター 

日時 
 

場所 

５月５日、19 日、６月２日、16 日、７月７日、
21 日（それぞれ土曜日）午前 9 時～11 時 
山口まちづくりセンター（和室） 

対 象 
申込み 
参加費 

小学生・中学生 
当日、直接お越し下さい。 
無料 

おしゃべり健康サロン 
共催：保健センター健康づ
くり支援課・山口まちづく
りセンター 

日時 
 

場所 
内容 

５月９日、６月 13 日、７月 11 日（第２水曜
日）午前 10 時～12 時 受付は 9 時 30 分～ 
山口まちづくりセンター（学習室２号） 
ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など 

・体操があるので飲み物をご持参下
さい。 

問合せ 保健センター健康づくり
支援課（℡2991-1813） 

山口とこしゃんくらぶ 
 
 
共催：山口地域包括支援セ
ンター・山口まちづくりセ
ンター 

日時 
 
 
場所 
内容 

５月 11 日、25 日、６月８日、22 日、７月
13 日、27 日（第 2・４金曜日） 
午後１時 50 分～、受付は午後１時 30 分～ 
山口まちづくりセンター（ホール） 
高齢者が元気になるための椅子に座ってもでき 
る体操です。 

申込み 
問合せ 

 
参加費 
持ち物 

不要 どなたでも大歓迎！ 
山口地域包括支援センター
（℡2928-7525） 
無料 
飲み物、汗拭きタオルなど 

地域交流会ぬくもり広場 
 
主催：山口まちづくりセン
ター 

日時 
 

場所 
内容 

５月 16 日（水）、６月 15 日（金）、７月 18
日（水）午前 10 時～12 時 
山口まちづくりセンター（学習室２号） 
交流と仲間づくり 

対 象 
申込み 
参加費 

高齢者と障害のある方 
当日、直接お越し下さい。 
100 円（当日いただきま
す） 

盆おどり講習会 
主催：山口まちづくりセンター
共催：山口公民館利用サー
クル連絡協議会、山口民謡
リクリエーションクラブ 

日時 
 

場所 
内容 

６月 2 日、９日、16 日、30 日（土曜日） 
午後１時 30 分～３時 30 分、受付：1 時～ 
山口まちづくりセンター ホール 
トコろん音頭、所沢音頭、所沢新小唄、東京音
頭、市民音頭、炭坑節、八木節 

対 象 
申込み 
参加費 
問合せ 

初めての方 
原則事前、当日参加も OK 
無料 
山口まちづくりセンター
（℡2924-1224） 

図書館おはなし会 
 
 
 
主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 
 
 

内容 
場所 

５月 12 日、26 日、６月９日、23 日、７月
14 日、28 日（それぞれ土曜日）午前 10 時
30 分開始 
すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など  
所沢図書館椿峰分館 

対 象 
 

問合せ 

４歳以上（保護者の方もご
一緒に） 
椿峰分館（℡2924- 
8041） 

図書館親子おはなし会 
 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 
 

内容 
場所 

５月 16 日（水）、６月３日（日）、７月 18
日（水）午前 11 時開始 
てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ 
所沢図書館椿峰分館 

対 象 
 

問合せ 

０歳から 3 歳まで（保護
者の方もご一緒に） 
椿峰分館（℡2924- 
8041） 

デュオ・エッフェ コン
サート 
 

日時 
場所 

５月２０日（日）午後１時３０分～ 
椿峰コミュニティセンター別館ホール 

問合せ 椿峰コミュニティ会館別館
（℡2923-7922） 

内容 ピアノの連弾とバイオリンの演奏によるクラシック曲と映画音楽メドレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 

「迷い人声かけ運動」や「みんなのたまり場」に参加して、超高齢化社会に
備えた新しい山口の動きを感じました。組織や年齢を超えた縦と横の連携が
重要な役割を果たすことと思います。自分も高齢者の一人であり、自分のた
めにもこのような活動に一人称で取り組まなければならないと思いました。 

広報委員：新居亨一（地域環境部会）、池ノ谷

潔美（地域振興部会）、前田克夫（地域福祉部

会）、川崎幸美（青少年育成部会）、遠藤健志

（学習文化部会）、本橋由和（地域安全部会） 

山口地区環境推進員協議会からのお知らせ：春の「環境美化の日」は５月 27 日（日）です。市内全域で
一斉美化清掃活動が実施されます。また、６月 24 日（日）には山口まちづくりセンターで春の「もった
いない市」が開催されます。多くの市民の皆様のご参加・ご協力をよろしくお願い致します。 

山口まちづくりセンターでは、３月 31 日付で、川口久夫さん、吉田優美さん、鈴木紀代美さんが退職され、
豊泉裕司さんが異動になりました。日頃いろいろとお世話になり、ありがとうございました。 
後任として、４月１日から、佐々木由以さん、仲法寛さん、田畠陽子さん、青田陽子さんが着任しました。

よろしくお願いします。 

子育て交流会『フィーカ』企画・準備スタッフ募集中！ 
子育て中や、子育てが終わって一息ついたけれど交流したい！ 親子でこんな事をしてみたい！など、 
スタッフとして関わっていただける方を募集しています。活動日は毎週第２金曜日の午前中です。 
問合せ・申込み：山口まちづくりセンター（TEL 2924-1224） 詳細は担当者【佐々木】まで。 
 


