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３月 13日（金）中学校、例年より早く咲いた桜が咲きほこるなか 25日（水）小学校の卒業式が執り行われま

した。両日ともに天気に恵まれた日となりました。本年度は新型コロナウイルスの影響で卒業生のみの式となりま

したが、それぞれの教育課程を修了し、この境遇の中でも子どもたちは身も心も立派に成長し、慣れ親しんだ校舎

を後にしました。 

中学生は義務教育を終えてそれぞれの道に進み、共に学びあった友と離れ離れになっていきますが、成人式で皆

さんの成長した姿を見られることを山口地区のみんなで楽しみにしています。 小学生の皆さんは義務教育が残り 

３年間ありますが、時には辛いこと

もあるかと思います。中学校生活で

たくさんの出会いを楽しみにしつ

つ・・・これから地元の未来を担っ

ていく子どもたちへ、『卒業おめでと

うございます』 

入学式は小学校と中学校のいずれ

も４月８日（水）に行われる予定で

したが、今年度は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため急きょ延期

となりました。 

二度と撮れない貴重な写真です。 先生方の温かい祝福の拍手が響きます。 

６年間の思い出を胸に新しい門出です。 卒業おめでとう！ 今年の卒業式は体育館が広く感じました。 

今回の卒業式の写真は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各学校から写真を提供していただきました。ありが
とうございました。 

 

 

前上山口中学校長 石川文典様 

３月 13日、174 名の三年生が本当にいい表情でインタロ※1)を後にして上山口中学校を旅立ちました。その場

には家の人も在校生もいませんでした。しかし卒業生一人一人には、家の人、在校生、地域の方など 15 年間温か

く見守っていただいた方々の声（想い）が届いているのだと感じました。 

生徒は地域の方々に大変感謝し、卒業していった事をここに報告させていただきます。ありがとうございました。

今後も卒業生、在校生とも宜しくお願いいたします。 
※1)上山口中の校舎から正門に至るレンガ調の舗装の愛称、正式にはインターロッキングブロックというそうです。 

山口中学校長 吉田和生様（再任用にて現職） 

山口中学校区の皆さまには、日頃より本校にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。この新型コロナ

ウィルスの影響で様々な制限があり、大変厳しい状況でしたがお陰様で 156 名の生徒が無事、卒業式を挙行し立

派に巣立つことができました。本来でしたら日頃からお世話になっています地域の皆さまを来賓に迎え、感謝をお

伝えするところでしたが突然のお知らせにもかかわらずご理解をいただきましたこと、ここで改めて御礼申し上げ

ます。卒業生はもとよりこれからも山口中学校の生徒が地域のボランティア活動を始め日常の生活において地域の

中学校として活動をしていきたいと考えておりますので、今後とも山口中学校にご理解ご協力をお願いします。 

🌸 祝 卒業おめでとう！ 🌸 

 

山口まちづくり推進協議会だより 第４１号 
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回 覧  

今春退職された山口地区の中学校長より地域の方々へメッセージを戴きました 
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新たな地域活性化の動きが始まりました。 

２月８日（土）山口まちづくりセンターホールにおいて、令和元年度山

口地区住民懇談会（主催：山口まちづくり推進協議会地域福祉部会、所沢

市社会福祉協議会）が開催されました。テーマは「人と人、人と地域のつ

ながりを創り出すために」です。 

第１部では藤村龍至氏（東京藝術大学准教授・（株）RFP主宰）による基 

調講話：「地域における小さなビジネスの可能性」、 第２部では一般社団法人「つばきのわ」代表の福島夕香氏に

よる事例報告：「つばきのわ」の活動～地域の取組事例～ があり、高齢化が進む椿峰地区の現状分析及び地域住民

の生活を楽しく活性化することを目的として動き始めた小ビジネス事例が紹介されました。 

第３部では講師・報告者と会場参加者を交えた懇談会が行われ、ボランティア活動と地域の小ビジネスの違いな

どについて質疑応答がありました。また、最後に保健センターから同センターの活動紹介がありました。 

 

 

 

集積所毎に異なる絵柄は新堀絵てがみ
サークルの作品です。 

新堀自治会では、ごみ収集車の人たちへの感謝の意を込め、今年度から

地区内にあるごみ集積所に右の写真のような看板を取り付けています。左

下の挿絵は新堀絵てがみサークルの作品で、集積所毎に異なっています。

いかにも手作りという感じで、利用者の感謝の気持ちが良く伝わります。 

ごみ集積所は殺風景なのが通常ですが、このような看板一枚で雨の日も

風の日もごみの収集に携わるクリーンセンターや収集委託業者の人たちの

心も和むことと思います。 

 

 

 

 

ボランティアの人たちが毎日小学生の通
学を見守っています。（写真はイメージ） 

山口地区では、子どもたちの安全を願い毎日大勢のボランティアの方々が

小学生の通学を見守っています。これに加えて今春から所沢防災無線放送で

も右の内容で児童下校時の見守り放送が行われることになりました。 

心が和むほのぼのとした内容ですので、放送日にはぜひ耳を傾け、帰宅す

る子どもたちに目を向けて下さい。放送日は夏休みを除く毎月２回（原則第

２・第４火曜日）です。（この放送は所沢市自治連合会から所沢市への要望 

書提出により実現されたものです。現在は学校が臨時休業中のため放送は行われていません） 

 

 

 

２月 15日（土）山口まちづくりセンターにおいて、「湖底のふるさと」～その暮らしと生業（なりわい）～と

題した環境講演会（主催：山口まちづくり推進協議会地域環境部会）が開催されました。講師は宮本八惠子氏（所

沢市文化財保護委員、山口郷土民俗資料保存会会員）です。山口地区以外からも大勢の方が参加、湖底に沈んだ村 

に対する関心の高さが伺われます。 

講演内容は宮本先生が古老から聴

き綴った話や綿密な史実調査に基づ

いており、地図や残存する写真を用

いた説明は分かりやすくて説得力が

ありました。 

湖底に沈む前ののどかな里山の風

景や自然と共存する村人のささやか

な暮らし、炭焼きと林業、絣織りな

どの生業に励む村人の姿が目に浮か 
昔の地図や写真を見ると湖底に沈んだ村
の人々の生活が目に浮かぶようでした。 

満席の参加者は宮本先生の話に引き込
まれるように聞き入りました。 

び、誰しも郷愁を覚える内容でした。また、山口貯水池（狭山湖）建設の経緯や居住者移転の苦労についても知る

ことができました。 

令和元年度 山口地区住民懇談会 

「人と人、人と地域のつながりを創り出すために」 

環境講演会「湖底のふるさと」～その暮らしと生業（なりわい）～ 

新堀自治会 ごみ集積所に感謝の看板を設置 

防災ところざわ ほのぼのとした内容の 
小学生見守り放送が始まります 
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山口まちづくり推進協議会の主催・協賛予定で中止・延期となった催し物は次の通りです。大勢の実行委員が意

見を出し合い時間をかけて準備を進めてきましたが、残念ながらやむを得ない結果となりました。 

◆安全安心推進大会「家族で考えるシニアの安全」３月７日（土）、山口まちづくりセンター（ホール）にて

開催予定（主催：山口まちづくり推進協議会、山口地区安全・安心推進大会実行委員会 共催：山口地区自治連合

会 協力：山口地区民生委員・児童委員協議会、泉小学校 PTA） 

◆第３回 氷川地区 迷い人声かけ運動 ３月 14 日（土）、氷川町内会館にて開催予定（主催：氷川地区迷い

人声かけ運動実行委員会 協賛：山口まちづくり推進協議会地域福祉部会 協力：山口地区自治連合会、山口地区

民生委員・児童委員協議会、所沢市社会福祉協議会、山口まちづくり推進協議会広報委員会、所沢市交通安全協会

山口支部、認知症所沢家族の会、山口地区迷い人声かけ運動ビデオ班） 

◆「山口ウォーキングマップ」で歴史散策 ３月 19 日（木）、西武球場前駅出発予定（主催：山口まちづくり

推進協議会学習文化部会、山口まちづくりセンター） 

 

 

 

 

 

海蔵寺は山口城跡南東、柳瀬川護岸に位置し、山口地域の歴史を見守ってきました。

戦国乱世で亡くなった多くの人々の菩提を弔ってきた古刹です。文明元年（1469）

に創建され、正しくは川嶋山釈迦院海蔵寺と号し開山は尊栄上人、開基は山口城主・

山口平内左衛門尉の岩岡民部少輔道岩入道一乗と伝えられます。 

寛政二年建造（1790）の旧本
堂と門前写真 

山口平内左衛門尉は元宮護良親王の皇子で

した。父・護良親王が鎌倉で殺害されたのち家

臣に伴われ当地に落ち延びました。そして山口

平内左衛門尉と名を改め、山口城で挙兵して足

利軍と戦いますが、援軍が間に合わず落城。城

から脱出した後、切腹しました。 

そして戦死した南朝方将兵、多くの人々の菩

提を弔うため海蔵寺は建立されたと伝えられ

ます。 新本堂再建 平成 29年 10月（２０１７） 

次号は山口城との関わりや歴史、寺の伝承など、鎌倉時代から戦国乱世について一歩 

踏み込んでご紹介します。お楽しみに！                                        （寄稿 神藤年三氏） 

 

 

 

スプレー缶の出し方 
・中身は使い切って。穴あけ不要です。 
・どうしても使い切れな
い場合は、図※2）のよう
に「中身あり」と明記
し、別袋（無色透明の
ごみ袋）に入れて出し
て下さい。 

※2）令和２年度版「家庭の資源とごみの分け
方・出し方」p7 から引用 

電池の分別と出し方 
・機器から外せる充電式電池（ニカド電池、ニッケル水素電池、リチ
ウムイオン電池）は販売店などの回収ボックスをご利用下さい。 

・機器から外せない充電式電池は、別袋（無色透明のごみ袋）に入れ
て「小型家電製品」の収集日に出して下さい。 

・乾電池とリチウムコイン電池（CR、BR と記載）は有害ごみとして別袋
（無色透明のごみ袋）に入れ、「破砕ごみ類」と同じ収集日に。 

・ボタン電池（SR、PR、LR と記載）はセロハンテープで絶縁した
上で販売店などの回収ボックスをご利用下さい。 

ボタン電池とリチウムコイン電池は紛らわしいのでご注意下さい。 

詳細は所沢市発行の冊子「家庭の資源とごみの分け方・出し方」（毎年３月に戸別配布）などでご確認下さい。 

シリーズ㊵ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

室町時代・文明年間から戦国時代と 500 余年の歴史を伝える 海蔵寺 

その１ 山口の歴史を見守って 
 

所沢市から ごみ収集車両火災防止のため、適正分別のお願い‼  

スプレー缶やリチウムイオン電池が原因のごみ収集車両火災が増えています 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため 

山口地区でも多くの催し物が中止・延期になりました 

新型コロナウイルス感染症 拡大を防ぐのは一人一人の自覚と行動です！ 
密閉・密集・密接を避け、手洗いや咳エチケットを励行。正しい情報に基づいて冷静に
行動、無責任なデマや風評は人を傷つけ、迷惑をかけるだけです。 
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新型コロナウイルス感染防止のため催し物が中止されることがあります。詳しくは各問合せ先にてご確認下さい。 

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 

５月 13 日（第２水曜日）、６月３日（第１水曜

日）、７月１日（同）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９日、16 日、23 日、６月６日、13 日、20 日、27 日、７月

11 日、18 日、25 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 

おはなし会：６月６日、７月 11 日 

山口まちづくりセンター（学習室３号） 

こどもと大人の囲碁入
門教室 
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２日、16 日、６月６日、20 日、７月４日、

18 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 

子ども、保護者、成人 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

元気いきいき健康講座 
 

 

主催：保健センター健康づ

くり支援課 

日時 

 

場所 

内容 

５月 13 日、６月はお休み、７月８日（第２水

曜日）、午前 10 時～ 受付：9 時 45 分～ 

山口まちづくりセンター（学習室２号） 

令和元年度の「おしゃべり健康サロン」がバー

ジョンアップしました！ 

申込み 

参加費 

問合せ 

 

不要 

無料 

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８日、22 日、６月 12 日、26 日、７月

10 日、17 日（第 2・4 金曜日） 

午後１時 50 分～、受付：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 20 日(水)、６月 19 日(金)、７月 15 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） 

初心者フラワーアレン
ジメント講座～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 

持ち

物 

６月 16 日から【全７回】原則第３火曜日、午

前 10時～11時 ※10 月は第２火曜日と第５

火曜日の２回開催 

山口まちづくりセンター（学習室２号） 

花切りはさみ、筆記用具、雑巾 

対 象 

定 員 

申込み 

 

 

参加費 

成人 

20 名（先着順） 

５月 19 日(火)午前９時～

山口まちづくりセンター窓口及び電話

にて受付(℡2924-1224） 

初回は 2,000 円、２回目以

降 1,500 円 

番外編！ハーバリウム講座【全 3 回】もあります。（申込日:６月３日(水)午前 9 時～ 参加
費:各回 1,500 円） 詳しくは山口まちづくりセンターまでお問い合わせ下さい。 

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９日, 23 日, ６月 13 日, 27 日, ７月 11 日,  

25 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 20 日(水)、６月７日(日)、７月 15 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 

 

所沢市でも新型コロナウイルスの感染者が後を絶ちません。過酷な

状況下で頑張っておられる医療関係者の方々には頭が下がります。

私たちも一人一人が恐ろしさを自覚して不要不急の外出を避け、気

を緩めることなく感染防止に努めることが必要です。本号が回覧さ

れる頃には収束に向かっていることを願ってやみません。 

広報委員：新居亨一（地域環境部会）、

渡辺栄一（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 

山口まちづくりセンターでは、３月 31 日付で微笑正凡さん、仲法寛さん、佐々木睦美さんが退職されました。日

頃いろいろとお世話になり、ありがとうございました。４月１日から、岡田雅彦さん、神山幸子さんが新たに着

任し、微笑正凡さんは再任用として引き続き山口まちづくりセンター勤務となります。よろしくお願い致します。 


