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８月 31日（土）、令和元年度所沢市総合防災訓練（主催：所沢市、山口地区自治連合会 共催：山口地区自主防

災訓練実行委員会）が実施されます。詳細は別途回覧される実施案内をご覧下さい。 

近年、山口地区でも台風や大雨に

伴う災害が毎年のように発生するよ

うになりました。もはや他人ごとで

はありません。 

防災訓練に参加して避難場所や避

難経路を確認しておくことが大切で

す。また、個人で準備保存の防災備

品、飲料水や保存食などの点検見直

しも忘れずに！  平成２９年 道路陥没 (山口地区内) 平成２８年 道路冠水 (山口地区内) 

日頃、地域や近隣の人々と顔を合わせ、お互いに協力し合いながら「いざという時」に備えましょう。 

 

 

 
５月 25日（土）、山口まちづくりセンターのホールにおいて令和元年度山口まちづくり推進協議会全体会議が

開催されました。平成 30年度の事業報告と決算報告及び監査報告、役員改選（案）、令和元年度の事業計画（案）
と予算（案）について審議され、原案通り承認されました。退任する部会長には神藤会長から感謝状が贈られまし
た。令和元年度及び２年度の体制は下図の通りです。青文字で示した部会長は新任です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 山口まちづくり推進協議会 全体会議が開催されました 

 

山口まちづくり推進協議会だより 第３６号 
 

令和元年６月３０日発行 

発行：山口まちづくり推進協議会 

事務局：山口まちづくりセンター 

Ｔｅｌ：０４-２９２４-１２２４ 

回 覧  

役 員  会 長（１名）：神藤年三            会 計（１名）：高杉修 
副会長（３名）：青木照子 岡部満男 関口守   監 事（２名）：黒田信幸 勝呂一夫 
事務局長（１名）：岡部満男 

事案調整会議 

 

 

目  的 

山口地区の住民相互の交流と親睦を
図り、共通の利益の増進、生活環境の
保持・改善に努力し、文化・福祉の向
上と豊かで安心して住める地域づく
りに寄与する。（運営規約） 

運 営 会 議 

監 査 

広報委員会 

〔委員長 新居亨一〕 

事 務 局 

全 体 会 議 

地域振興部会〔部会長 関口守〕：山口地区自治連合会 

地域安全部会〔部会長 本橋功〕：①所沢交通安全協会山口支部  ②

所沢市防犯協会山口支部 ③所沢市消防団第７分団 ④所沢市消防団

第７分団協力会 ⑤山口交番連絡協議会 

地域福祉部会〔部会長 前田克夫〕：①山口地区民生委員・児童委員

協議会 ②山口地区母子愛育班 ③山口ふれあいの会 ④山口地区長生

クラブ連合会 ⑤山口婦人会 ⑥山口地域包括支援センター 

青少年育成部会〔部会長 柴田さなえ〕：①山口地区青少年を守る会

連合会 ②山口地区小中学校連絡協議会 ③山口小学校 PTA ④泉小

学校 PTA ⑤椿峰小学校 PTA ⑥山口中学校 PTA ⑦上山口中学校

PTA ⑧泉小学校区子ども会育成会 ⑨所沢地区更生保護女性会山口

支部 ⑩山口中学校愛校会 

地域環境部会〔部会長 毛利吉成〕：①山口地区環境推進員協議会 ②

柳瀬川の最上流をきれいにする会 ③上山口ミヤコタナゴ保存会 ④

菩提樹たんぼの会 ⑤菩提樹池愛好会 ⑥山口の自然に親しむ会 

学習文化部会〔部会長 土田豊〕：①所沢市体育協会山口支部 ②山口

地区学校開放運営委員会 ③山口公民館利用サークル連絡協議会 ④

山口郷土民俗資料保存会 ⑤山口民踊レクリェーションクラブ 

困ったときはお互い様、災害時 頼りになるのはご近所の助け合い 

今年の防災訓練は ８月３１日(土) ぜひご参加下さい 
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昨年４月に、山口地区自治連合会及びまちづくり推進協議会が主体となり青パト（青色回転灯装着パトロール車）

が配備され、防犯パトロールの運用開始から 1年が経過しました。 

3月 28日に上山口地区第四ブロックのパトロール担当（森田福治さん・糟谷敏雄さん）の車に同乗させて頂き、

上山口地区からまちづくりセンター間（約 1 時間 15 分）のパトロールを実施しました。町内の隅々までゆっく

りと巡回し振り込み詐欺・不審者による盗難・空き巣などへの対策注意の呼びかけを行いました。 

「パトロール車の放送・呼びかけに耳を傾けるようになった」「還付金詐欺に騙されそうになった」など、近隣 

の方の話も聞くことができました。 

このパトロールには、安全協会

員・防犯推進員をはじめ町内会のボ

ランティアの方々が同乗されて毎週

１回、持ち回りで実施されています。 

青パトを定期的に運航することで

防犯意識の高揚を図り、犯罪の起こ

りにくい地域環境つくりをこれから

も推進して行きます。＊青パトには 毎週 1回、山口の隅々まで巡回しています。 パトロール担当は山口地区内で持ち回り。 

1 名以上の有資格者の同乗が義務づけられています。山口地区では 70 名を超える方々が資格を取得しています。 

 

 

 

 

５月 26日（日）は春の「環境美化の日」、市内全域で一斉美化清掃を実施しました。朝から 30℃近い暑さで

したが、山口地区ではいつものように早朝から多くの市民が参加し、道路、水路、広場などを清掃しました。 

今年の「環境美化の日」は環境省

と日本財団の共同事業「海ごみゼロ

ウィーク」に参加して行われました。 

道端に捨てられたペットボトルな

どのプラスチックごみは川を流れて海

に流れ込み、気が付かないうちに海

洋汚染の原因になっています。 

海のない所沢市でもプラスチックご

みによる海洋汚染の防止に率先して

取り組んでいます。山口地区の活動 

「環境美化の日」は子どもたちに環境の
大切さを教える良い機会です。 

暑かったけれど青色のバンダナを身に付
けて「海ごみゼロウィーク」に参加しました。 

の様子は所沢市環境クリーン部のフェイスブック（Facebook）「恋してまちエコ」でも紹介されています。 

 

 

 

所沢市社会福祉協議会では、一時的に車いすが必要となった市民に無料で車いすを貸し出しています。貸出期間

は２週間です。山口には次の６か所のステーションがあり、これまでにもたくさんの方々が利用しています。 

大鐘公民館、福祉の森、町谷自治会館、山口まちづくりセンター、岩崎上町自治会館、愛泉道院 

詳細は、所沢市社会福祉協議会地域福祉推進課（Tel：2925-0041）または山口まちづくりセンター（Tel：
2924-1224）にお問合せ下さい。 

 

 

 

「山口ほほえみウォーキングマップ」がまもなく完成します。豊かな自然に囲まれ、歴史の話題も豊富な山口の

素晴らしさを多くの方たちに知ってもらえればと、学習文化部会が企画したものです。見どころを皆さんから情報

提供していただき、学習文化部会のメンバーが調査・実地踏査し、１年をかけてマップにします。 

青パトによる防犯パトロールの運用開始から 1 年が経過 

乞うご期待！「山口ほほえみウォーキングマップ」がもうすぐ完成 

祝 所沢市自治連合会表彰 山口地区から次の方々が表彰されました 
個人の部（自治協力賞）：小峰 啓佑（堀之内町内会） 小峯 正明（堀之内町内会） 

自治協力賞は会長・副会長・会計・監事６年以上の経験者が対象です。 

春の「環境美化の日」 暑い中お疲れ様でした 
今年の「環境美化の日」は環境省と日本財団の共同事業「海ごみゼロウィーク」に参加 

ご利用下さい「車いす ちょい借り 」山口地区に６か所 
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マップを手にしながら、見どころを２～３時間で歩けるように、テーマ別に４つのルート（フォレスト散歩ルー 

ト、里山クエストルート、ビュー＆

ノスタルジールート、ファンタジー

＆湖絶景ルート）にまとめてありま

す。休日、このマップを参考にのん

びり散策されてはいかがでしょう

か。山口まちづくりセンターでは

近々、A2版両面刷りのマップを配 

表面：美しい風景、石碑、社寺の写真と
説明、山口の昔話などが載っています。 

裏面：４つのルートと見どころが載っていま
す。あなたはどのルートを歩きますか。 

布予定です。右の QR

コードを読み取れば

スマホでもマップを

見ることができます。 

 

 

 

 

 祭 り 名 称  開 催 日 時 開 催 場 所 記  事 

祇園祭夏祭り 

堀之内八雲神社祭礼 
 

堀口自治会夏祭り 

菩提樹自治会盆おどり大会 

新堀夏祭り 

氷川町内会納涼大会 

町谷自治会納涼盆踊り大会 

梨ノ木戸２号団地「夕涼み会」 

7 月 ７ 日(日) 10:00～ 

7 月 13 日(土) 16:00～ 
 

7 月 13 日(土) 17:00～ 

7 月 13 日(土) 18:00～ 

7 月 14 日(日)  9:00～ 

7 月 20 日(土) 18:00～ 

7 月 27 日(土) 18:00～ 

7 月 28 日(日) 16:30～ 

大鐘公民館 

八雲神社 
 

堀口天神社境内 

菩提樹こども広場 

新堀自治会館 

中氷川神社境内 

町谷自治会館広場 

自治会倉庫前の道路  

 

16:30 神輿渡御 16:45 お囃子、 
雨天時は式典と祝宴のみ 

予備：14 日(日) 

予備：①14 日(日) ②15 日(月)  

10:30 山車･神輿巡回 16:30 民踊流し 

雨天中止 

16:30：子供祭り、予備：28 日(日) 

予備：８月４日(日) 

岩崎上町夏祭り納涼大会 
 

岩崎中町町内会納涼祭 

上山口夏祭り 

坪呂沢西自治会夕涼み会 

川辺町内会納涼祭 

岩崎下町納涼祭 

山王峰自治会 

8 月 ３ 日(土) 17:00～ 
 

8 月 10 日(土) 16:30～ 

調整中 

８月 18 日(日) 18:00～ 

8 月 24 日(土) 17:00～ 

8 月 24 日(土) 18:00～ 

8 月 24 日(土) 18:00～ 

岩崎上町自治会館 
 

瑞岩寺駐車場 

中澤大駐車場 

 

川辺公民館広場 

岩崎公園 

自治会内水道用地 

17:00 子供広場 18:00 納涼大会、 
予備：４日(日) 

16:30第１部 18:00第２部、予備：11日(日) 

決まり次第周知予定です 

 

 

予備：25 日(日) 

予備：25 日(日) 

 

 

 

 

山口氏の墓塔、時は永徳三年（1383）古位脾と宝篋（ほうきょう）印

塔が永徳三年六月十三日と刻まれ山口氏の菩提寺、岩崎瑞岩寺に残ってい

ます。長きにわたって築かれた山口城と周囲の村が落城とともに変貌の日

を迎えることとなった時であります。 

鎌倉公方足利氏－関東管領上杉氏という体制が確立する頃、武蔵・相模

の一大勢力の平氏の流れをくむ一族が守護職人事に不満を抱き、応安元年

（1368）2月頃から鎌倉から河越（川越）迄の道筋で戦いが頻発しまし

た。その時、山口氏のひとり山口高清は河越（川越）で戦いに挑み、討死

します。城に残った妻子は古井戸か池か定かでないが、身を投げ悲しみの

最後を遂げたと伝えられています。高清の父高実も鎌倉公方に反抗して永 岩崎瑞岩寺に残る山口氏の墓塔 

徳三年(1383)河越（川越）の戦いに出向きましたが、その隙に山口城は北条氏に攻め落とされたと伝えられます。 

その後、幾度となく城郭態勢を整え再興を企てましたが、叶わず山口城は 1590年に滅城。そして 1591年、

山口地域のうち、堀口村、町屋（現在の町谷）村、大鐘村が江戸幕府成立、徳川氏の直轄知行地になり「山口郷」

の時代となります。 

今でも山口城跡の辺りは「ちごいずみ又はこいずみ」と言われますが、文字は一般的に「児泉」と書きます。「稚

児泉」と伝える文献もあります。 

次回は発掘調査結果より山口城の当時の規模や様子について迫ります。お楽しみに！    （寄稿 神藤年三氏） 

シリーズ㉟ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 
山口城跡（やまぐちじょうあと）その３ 

 

 今年も皆で手作り 山口の夏祭り ～ ぜひお越しください ～ 



令和元年 6月 30 日発行 山口まちづくり推進協議会だより さわやか 第 36 号 

 

 

 

 

 

 

 

催し物の名称・主催 日時・場所・内容 募集内容・申込み 

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 

７月３日、８月７日、９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 

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 

７月６日、20 日、８月３日、17 日、９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 

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：７月 6 日、13 日、20 日、27 日、８月３日、10 日、17 日、24

日、９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：７月６日、８月３日、９月 14日（9 月のみ第 2 週）午前 11 時～ 

山口まちづくりセンター（学習室３号） 

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 

７月 10 日、8 月はお休み、９月 11 日（第２

水曜日）、午前 10 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 

７月 12 日、26 日、8 月はお休み、９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 

７月 17 日（水）、８月 16 日（金）、９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） 

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 

７月 13 日、27 日、８月 10 日、24 日、９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 

７月 17 日（水）、８月４日（日）、９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） 

 

 

 

 

 

編 集 後 記  
春の環境美化の日に回収したプラスチックごみの量を報告す

る必要があり調べたところ、一昔前と比べて激減しているこ

とが分りました。その差は驚くほどでした。自分たちが住む

地域に対する環境美化の意識を世界規模で高まっている海洋

汚染ごみの削減に繋げていきたいと思いました。 

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）、杉浦佳子（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）    

山口地区の催し物情報・参加者募集 

～ お知らせ ～ 

    ７月１日（月）から山口まちづくりセンターの敷地内は全面禁煙になります。 

  御協力のほど、よろしくお願い致します。 
 

～お知らせ～ 【山口ふれあいの会昼食会の中止】 

毎年１０月に開催されていた昼食会は、昨年度をもって終了となりました。長い間ありがとう

ございました。                           山口ふれあいの会 



令和元年 6月 30 日発行 山口まちづくり推進協議会だより さわやか 第 36 号 

 

 


