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山口まちづくり推進協議会では 5月 23日（土）に令和２年度の全体会議を予定しておりましたが、今年度は

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から一堂に会した会議の開催に替えて書面表決（地方自治法 260 条の

18 第 2 項に基づく）を行いました。 

その結果、全ての議案（議案第 1号「令和元年度事業報告について」、議案第 2号「令和元年度決算報告及び監

査報告について」、議案第 3号「令和２年度事業計画（案）」、議案第 4 号「令和 2年度予算（案）について」）が原

案通り承認されました。役員任期は令和元年度から２年度のため変更はありません。体制は下図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍のため、まちセンで団体の部優良賞
の伝達式が行われました。中央が山本会長。 

団体の部 優良賞 新堀自治会（代表者 山本喜義会長） 

民生児童委員、包括支援センター、上山口中と連携した福祉活動をはじ

め、会員の福祉増強と安全安心な地域作りに積極的に取り組んできました。 

個人の部 自治振興賞（会長４年以上）：粕谷 宇平（堀口自治会） 

自治協力賞（４役及び相当する職）：鈴木 恵規（新堀自治

会）、戸田 由紀子（大鐘自治会）        （敬称略） 

自治会の会長、副会長として自治会活動を担い、長年にわたり地域の発展に御尽力をいただきました。 

令和２年度 山口まちづくり推進協議会 全体会議 

今年度はコロナ禍の影響により書面表決となりました 

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 

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 

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山口地区長生クラブ連合会 ④山

口婦人会  

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山口小学校後援会 ⑨泉小学校区子ども会育成会⑩山口中

学校愛校会 ⑪上山口中学校後援会 ⑫所沢地区更生保護女性会山

口支部 

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所沢市スポーツ協会山口支部 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 

祝 令和２年度 所沢市自治連合会表彰 
山口地区から 1 団体と３名が表彰されました 
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、私たちは外出を控えるなど、長期間にわたる自粛生活を余儀なくさ

れています。高齢者の方々に対しては、コロナ禍に付け込んだ詐欺、外出を控えたことによる体力低下、人との接

触する機会が減ったことによるストレス増加などが懸念されます。 

このような状況にあって、山口まちづくり推進協議会の

地域福祉部会では、民生委員・児童委員協議会、包括支援

センターの皆さんが日々頑張っています。 

民生委員・児童委員協議会では右のような注意喚起のチ

ラシを作成し、山口地区内 9箇所の福祉掲示板や自治連掲

示板に掲示しました。戸別配布も一部で実施しています。 

また、包括支援センターでは該当者に電話による声かけ

を行うとともに厚労省配布の布マスクといっしょに励まし

のメッセージなどを配布しました。直接会って声かけや安

否確認をするのが最善と解っていても、それが難しい状況

下、もどかしさを感じながら電話・チラシ配布で情報確認

や最新情報提供をしながらこの困難を共に乗り越えられる

ように地域住民を応援しています。 

  

字が細かくて読みづらいので実物は福祉掲示板をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

小学生は間隔を取って元気に登校練習
（５月２６日と２８日）。 

コロナ禍により 3月から休業となっていた学校が 6月１日（月）から再

開されました。小・中学校の入学式は、来賓なし、保護者 1 名のみの参加

可とした上で同日に実施されました。再開当初３週間の登校は午前と午後

に分けた２部制で行われました。今年度の予定は次のようになっています。 
１学期：６月１日（月）～７月３１日（金） 夏休み：８月１日（土）～８
月 17 日（月） ２学期：８月 18 日（火）～12 月 28 日（月） ３学
期：１月６日（水）～３月 26日（金）   （出典：所沢市ホームページ） 

 

 

 

 

歴史も旧跡も分かる山口オリジナルマップ。 

新型コロナウイルス感染防止のため外出を控え、運動不足になっている

方も多いかと思います。そのような中、「山口ほほえみウォーキングマップ」

を片手に地元を散策してはいかがでしょうか。幸いなことに山口地区は緑

豊かな自然に恵まれています。また、少人数であればソーシャルディスタン

ス（社会的距離）を保ちながら歩くことも可能です。 

「山口ほほえみウォーキングマップ」は、山口地区まちづくり推進協議 

会の学習文化部会が製作したものです。表面には山口地区の美しい風景、石碑、社寺の写真と説明、山口の昔話な

どが、裏面には４つのルートと見どころが載っており、山口まちづくりセンターで入手可能です。 

 

 

 

 

暗かった夜道もこれで安心です。 

菩提樹自治会内に防犯灯が新設されました。場所は所沢乗馬クラブの近

く、住宅地から山道に入る付近です。埼玉県西部電設協力会様から寄贈さ

れたもので，所沢市建設総務課の紹介を受け山口地区自治連合会が設置場

所を推薦しました。設置後は自治会の管理となります。山口地区では毎年

概ね１灯の割合で埼玉県西部電設協力会様から寄贈を受けています。 

このような時期だからこそ 心の通った福祉活動 

民生委員・児童委員協議会、包括支援センターの皆さん お疲れ様です 

民生委員からのお知らせ 
毎年６月～７月に実施している高齢者調査（７０歳以上）訪問は、コロナ禍のため中止となりました。 

６月１日（月）から待ちに待った学校再開 
小・中学校の入学式も同日に実施 

日頃の運動不足解消にご利用下さい 

「山口ほほえみウォーキングマップ」 

菩提樹自治会内に防犯灯が新設されました 
埼玉県西部電設協力会様から寄贈 



令和 2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 42 号 

 
 
 

テイクアウト支援のぼり旗。 

所沢市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方々を対象とした独自の支援 

策を講じています。その一部を以下に紹介します。

詳細は所沢市のホームページなどをご覧下さい。 

・子育て世帯への臨時特別給付金：条件に該当す

る児童手当受給世帯へ児童１人につき 1万円。  

・赤ちゃん応援特別一時金：令和２年４月 28日

から５月 31 日までに生まれた赤ちゃんへ１人

５万円（受給者は保護者）。 

・小規模事業者等臨時給付金：売上が前年同月比

20％以上減少した小規模事業者等へ 10万円。 まちづくりセンターで除菌液を無料配布。 

・テイクアウト等事業転換補助金：新規にテイクアウト及び宅配を始める飲食店の事業転換経費を 9割補助。 

・水道料金の免除：全ての水道利用者を対象に２か月分を免除（下水道料金は除く）。 

・除菌液（物品用）の無料配布：山口地区は 5月 22日から 6月 26日の毎週金曜日に実施済。 

 
 

 

例年であれば７月に入ると山口のあちらこちらで夏祭りが行われますが、今年度はコロナ禍のため殆どの自治会・

町内会で中止確定あるいは中止の方向となっています。（6 月 10 日時点）祭囃子の聞こえない夏は何とも寂しい

ものですが、安全優先なので止むを得ません。秋祭りを予定している自治会もあるので期待したいところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海蔵寺は山口城とのゆかりが深く、高治親王の長男・

高治は多摩郡豊田郷（現在の日野市）に落ち延びて潜

伏し、乱が平定された後に山口に帰還し定住して岩岡

姓を名乗りました。その子・道岩入道一乗が、大塔護

良親王と高治親王、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相州鎌倉の海蔵寺より尊栄上

人を招いて寺号を賜ったと伝えられます。特に当寺の

第 13 代住職である虚明僧正は、奈良県初瀬町の総本

山長谷寺の第三十世住職まで栄達された高僧として名

高く、縁の深さを伺い知れます。（小池坊能化 1709～

1788生没） 

長い間ご先祖様をお守りしてきた旧本堂の建造は寛

政二年（1790）でした。平成 29年 10月に本堂を 入道一乗の碑（海蔵寺） 岩岡民右衛門安廣の識（部分拡大） 

再建し寺門興隆を図った際に、旧本堂天井裏より位牌や法具、貴重な資料が見つかりました。山口城との関わりが

記された天保６年（1835）岩岡家建立の碑です。当時の山口城管理地範囲他、児子が池伝説、今日に伝わる地名

など大変興味深いことが記されています。（参考文献・埼玉県入間群誌・碑集・海蔵寺 寺伝・岩岡隆氏資料他） 

これらの資料は、私達に何を伝え教えてくれるのでしょうか！期待が膨らみます。ご興味のある方は、碑に書か

れた資料の全文を山口まちづくりセンターロビーで掲示しますのでぜひご覧下さい。掲示の時期は「さわやか 42

号」の発行（6月 30日）と同時期です。                               （寄稿 神藤年三氏） 

シリーズ㊶ 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２ 出世寺ともいわれる由縁 
 

残念！ 山口の夏祭り 今年度は殆どの自治会・町内会で中止 

コロナ禍 所沢市では独自の支援を行っています 

山口地区環境推進員協議会からのお知らせとお願い 
◆今年度の「春季もったいない市」はコロナ禍のため中止となりました。 

◆所沢市から古着・古布の排出に関するお願いが出ています。要旨は次の通りです。 

・再資源化できる「古着・古布」は排出を控え、ご家庭での保管をお願いします。世界的なコロナ禍のため

古着・古布の資源化が滞っており、収集した古着・古布を輸出できない状況です。 

・再資源化できない「古着・古布」は従来のように「燃やせるごみ」として集積所へ出して下さい。 

・詳細は所沢市ホームページ（「古着・古布排出の自粛」で検索）をご覧下さい。 
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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 

７月１日、８月５日、９月２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：７月 11 日、18 日、25 日、８月１日、８日、22 日、９月５日、

19 日、26 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 ８月 15 日は

なし 

おはなし会：７月、8 月はお休み、９月５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 

７月４日、18 日、８月１日、15 日、９月５日、

19 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 

７月８日、８月はなし、９月９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 

７月、８月はお休み、９月 11 日、25 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 

７月 15 日(水)、８月 21 日(金)、９月 16 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 11 日, 25日, ８月８日, 22日, ９月 12日, 

26 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 15 日(水)、８月２日(日)、９月 16 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 

 

春以降コロナ禍で様々な行事・催物が中止になりました。しかし

一方で未曽有の苦境を乗り越えるべく地域のために頑張っている

人たちも少なくありません。「さわやか」では感謝の意を込めてそ

のような方々の活動を紹介するとともに山口の記録として残して

いきたいと思います。読者の皆様からの情報提供も大歓迎です。  

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 

コロナ禍の影響により今年度の山口地区自主防災活動訓練（8 月 29 日予定）は中止です 

訓練が中止になっても自然災害の発生は中止にはなりません。避難場所や緊急持ち出し用品の確認など、

日頃の備えは怠りなく！ なお、山口地区本部訓練は実施の予定です。 

コロナ禍の影響により今年度の山口地区敬老会（9 月 13 日予定）は中止です 

また、所沢市からの統一祝品贈呈は、従来 75 歳になられた方が対象でしたが、対象者の増加に伴い 77

歳に引き上げられ、令和４年度から実施されることになりました。 



令和 2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 42 号 

 


