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12 月５日（土）、６日（日）の両日、山口まちづくりセンターで第 62

回山口地区文化祭の第二弾「作品展示会」が開催されました。（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） 

コロナ感染防止のため、ロビーに設けられた受付では体温測定と記帳を

行うとともに、各会場では入室カードの受け渡しにより入室者数を制限し、

消毒用アルコールも用意しました。 

出展は 13 団体、来場者は両日合わせて 306 名でした。展示の内容はイ

ンターネットでも見ることができます。（「所沢市第 62 回山口地区文化祭・

作品展示会 - YouTube」で検索） 入室カードの受け渡しで入室者数を制限。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出展は例年より減りましたが力作揃い、来場者はじっくりと作品に見入っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが享受する日々の安全・安心な生活は、自治会・町内会、民生委員・児童委員、交通安全協会、防犯協会、

消防団などの諸団体をはじめ、多くの人たちの地道な活動と努力によって支えられています。令和２年秋には、日

頃の山口地区の安全・安心を支えてきた次の方々の功労がたたえられ、各方面から表彰されました。あらためて、

感謝の意を表します。なお、下記以外の表彰については「さわやか」42 号（所沢市自治連合会表彰）および 45

号（社会福祉事業功労者表彰）で紹介させていただきました。（敬称略） 

消防功労・協力者 
埼玉県消防協会表彰 
特別功労章 粕谷 耕治 
埼玉県消防協会所沢支部表彰 
二等功労章 北田 悟 
二等功労章 入沢 豊 
所沢市長表彰 
無火災表彰（１年間無火災） 第七分団 
退職協力会長 高杉 和幸 
所沢市表彰 
功労章 入沢 豊 

（11 月 15 日付） 

交通功労者・優良運転者 
交通栄誉賞（緑十字銅章） 
交通安全功労者 金井 鋭宇 
埼玉県警察本部長・埼玉県交通安全
協会長連名表彰 
優良運転者 石川 悌亮 

（９月 18 日付） 

優良運転者表彰 
15 年 金子 保夫 

5 年 林田 慶一 
（10 月３日付） 

続く↗ 

交通安全功労団体表彰 
山口地区自治連合会 

（11 月 21 日付） 

 
地域安全功労者 
所沢市防犯協会地域安全功労者 
水野 正博 
金子 保夫 
所沢市防犯協会地域安全功労団体 
泉小学校 PTA 
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回 覧  

祝 表彰 いつも山口の安全・安心を支えていただきありがとう 

第 62 回山口地区文化祭 第二弾は「作品展示会」 
今年はコロナ禍の影響で分散開催 

1 月 11 日（月祝）に予定されていた第 74 回「所沢市山口地区成人のつどい」は新型コロナウイ

ルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令により、『３月 20 日（土祝）午後１時 30 分開始』

に延期されました。新成人にとっては一生に一度の門出の祝、ぜひ実現させたいですね。 

https://www.youtube.com/watch?v=7QjVj3nay7c
https://www.youtube.com/watch?v=7QjVj3nay7c
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踏切は自転車を降りて渡りましょう。 

11 月 23 日（月祝）、椿峰公園（通称三井公園）で自転車講習会が行わ

れました。「みつい児童見守り隊」の主催で毎年この日に行われ、今回で６

回目を迎えました。コロナの感染防止に心掛け、自治会館での講話やお楽

しみ会は中止とし、公園で全員が集まらないよう実習はドライブスルー方

式にしました。 

保護者 18 名と中学生、小学生、園児、未就園児 44 名が参加、多めに用 

意した「おみやげ」が無くなってしまうほどの盛況でした。はじめは恥ずかしがってなかなかスタートできなかっ

た女の子が、一周回って楽しかったのでしょうか、お母さんにせがみ、一緒に何回も何回もコースを巡っていた子

がいました。開催が危ぶまれていましたが、今回実施できたことが見守り隊の方たちにも自信を与えてくれました。 
 

緊張しながらも精一杯頑張りました。 

12 月 13 日（日）山口小体育館で、所沢市スポーツ協会山口支部主催の

「剣道大会」が行われました。近年、この大会は地域の中学校剣道部や近

隣の剣友会に所属する山口在住の剣道愛好者の参加で盛況に行われていま

した。しかし、今回は新型コロナウイルス感染対策で「密」を避けるため

に、地元の剣友会のみの参加で行われました。 

子ども９名、大人 11 名の参加で、小学生低学年・小学生高学年・３段 

以下・４段以上の４部門に分かれて熱戦が繰り広げられました。今季はほとんどの大会が中止になり、選手にとっ

ては久々の公式戦。多くの子たちは緊張した面持ちで試合に臨んでいました。 
 

12 月 28 日（月）から 30 日（水）の 3 日間、午後８時から 10 時にかけて所沢市消防団第七分団が恒例の歳

末火災特別警戒を実施しました。今回は異例ずくめ、コロナ対策として自治会訪問を中止するとともに、騒音とな

るのを避けるため警鐘と車外マイクによる広報を取り止め、回転灯の点灯のみにより山口地区内を巡回しました。 

昨年は第七分団にとって念願の夢

が叶う喜ばしいことがありました。令

和元年 10 月以降１年間無火災達成

により市長から表彰され、竿頭綬（か

んとうじゅ）※を授与されたことです。 

※警察、消防などで、団旗の先端に付
ける帯状のリボン。功労による表彰を受
けたときなどに授与される。［参考：デ
ジタル大辞泉（小学館）］ 年の瀬の３日間山口地区を巡回しました。 住民とともに達成した 1年間無火災。 

 

 

 

 

 

 

12 月 5 日（土）実施予定の「子ども焼いも大会」

ふれあいの会がコロナ禍で中止となりましたが、山

口地区の小中学校ではこの日のために学校農園で

さつま芋の苗を植え、育ててきました。 

更生保護女性会山口支部では、さつま芋の準備を

していただいた小中学校へ感謝の意を表すととも

に、新型コロナウイルス感染が拡大する中、少しで

も皆様の心が和み、明るく、前向きに過ごしていた

だきたいとの思いから、彩り豊かなパンジーの花を

山口地区５校の小中学校と中氷川神社に寄贈しま

した。次回は、コロナ禍が収まり、再び皆が笑顔で

会えると良いですね。 

11 月 26 日（木）、椿峰小

PTA 主催で株式会社ビクセ

ンによる星空観望会が行わ

れ、月、金星、木星を観測し

ました。最初から最後まで陰

ることなく晴れていて、ビク

センの方曰く絶好の夜空状

態とのことでした。 
子どもたちも神秘的な月の輝き
に感動。（撮影：椿峰小の先生） 

寒い中でしたが、参加した子どもたちからは「すごいね〜」

と歓声があがりました。惑星は専用望遠鏡が無いと観られな

いため、保護者の方にとっても限られた時間ではありました

が、癒されるひと時を過ごせたのではないでしょうか。 

第七分団 コロナ禍を考慮しながら歳末火災特別警戒を実施 

久々の試合で緊張した剣道大会 

椿峰小 ビクセン星空観望会 
寒空に子どもたちの歓声が響きました 

コロナ禍の中、花のプレゼント 
所沢地区更生保護女性会山口支部 

コロナ禍でも安全に自転車講習会 
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山口地区は、環境美化の日に集められるごみの量を見ても分かるよ

うに、一昔前と比べて道端や川に捨てられるごみが少なくなりました。

しかしながら、未だにタバコの吸殻、ペットボトル、空き缶、使い捨

てマスクなどをポイ捨てする人がいます。自宅の周辺や近所の空地に

捨てられて困っている方も多いのではないでしょうか。 

山口まちづくり推進協議会では、右のようなポスターを作りました

ので、ぜひご活用ください。まちづくりセンターで用意しています。 

 

 

 

◆活動内容と申込み 
・指導：荻野修先生 
・日時：毎月 2 回 木曜日午後
１時～５時 

 
・会費など：会費は月 2,000 円 入会金
は 2,000 円です。 

・連絡先：斎藤恵子（Tel：2926-0273） 

荻野修先生の御指導のもと、会員が自
由に楽しく作陶しています。 

◆会員の皆さんの声 

・自作の器に盛る料理はワンランクアップ！ 

・花器、ランプ、人形や動物の置物など、自分の趣味にあった物が作れる！ 

・土の塊から形になる変化が面白い！ 

・文化祭の展示作品を見て作りたくなった！ 

・作りたい物を楽しく作って家で活用しています！        等々 

 

 

 

さて鎌倉海蔵寺を後にして、折角なら鎌倉宮へ足を延ばします。結構距

離はありますので、途中鎌倉八幡宮境内東にある国宝館に立ち寄ったりし

て古都の魅力を味わうのもいいです。鎌倉宮は孝明天皇・明治天皇の大御

心により創建され、護良親王（もりながしんのう）大塔宮（おおとうのみ

や）を祀（まつ）る神社です。 

700 年の昔、鎌倉時代国家国民の困窮（こんきゅう）を憂慮（ゆうりょ）

された後醍醐天皇は倒幕を志されたが叶わず、遠流の身となりました。後

醍醐天皇の第一皇子である大塔宮尊雲法親王は還俗して護良親王（もりな

がしんのう）と名乗られ、数々の厳しい困難を切り抜けつつ、各地へ鎌倉

幕府追討の令旨を発し新田義貞らのめざましい働きにより幕府を打倒、見

事に建武の中興を成し遂げられました。 

後醍醐天皇は京都に還御（かんぎょ）され、親王は功により兵部卿（ひ

ょうぶきょう）・征夷大将軍（せいいたいしょうぐん）となられます。しか

しその後、陰謀により親王は東光寺の土牢に 9 ケ月をも幽閉され、御身で

は戦う事も出来ず、わずか 28 歳という若さで苦闘の生涯を遂げました。 

時は変わり、明治 2 年 2 月、明治天皇は建武中興に尽くされ非業の最後

を遂げられた護良親王に対して、遥かに想いを馳せられ、親王の御意志を

高く称え、永久に伝えることを強く望まれました。 

親王終焉の地、東光寺跡に神社造営の命を発せられ、御自ら宮号を「鎌

倉宮」（かまくらぐう）と名づけられ、明治６年４月 16 日、明治天皇は鎌

倉宮へ行幸されました。 

皆様もよくご存じで一度は行った思い出がある方も多いかと思います。

機会がありましたら歴史を感じながら訪ねてみては如何ですか。土牢は社

務所にて申し込めば見学可能です。 

次回からまた山口地区を巡り、伝統や歴史をご紹介致しますのでお楽し

みに！ 

（寄稿 神藤年三氏） 

護良親王が幽閉されていた土牢 

鎌倉宮宝物殿 

護良親王馬上像（明治 22年山田鬼斎 作） 

「山口陶芸サークル」で会員募集 創部３６年！歴史あるサークルです 

シリーズ㊺ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 
海蔵寺 その６ 歴史の道はつづく（海蔵寺～鎌倉宮） 

～ 

ごみポイ捨て防止ポスター完成 ご活用下さい 
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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 ３月は中止、4 月以降は未定。 問合せ 山口まちづくりセンター 

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 

こどもと大人の囲碁入

門教室 

３月は中止、4 月以降は未定。 問合せ 山口まちづくりセンター 

共催：山口囲碁クラブ・山口まちづくりセンター   

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：３月６日、27 日、４月３日、10 日、17 日、24 日、５月１日、８

日、15 日、22 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 

おはなし会：3 月６日、４月３日、５月１日 

山口まちづくりセンター（学習室３号） 

元気いきいき健康講座 ３月は中止、４月以降の開催は検討中。 問合せ 保健センター健康づくり

支援課（℡2991-1813） 主催：保健センター健康づくり支援課 

山口とこしゃんくらぶ ３月は中止、4 月以降は未定。 問合せ 山口地域包括支援センター

（℡2928-7525） 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 

地域交流会ぬくもり広場 

主催：山口まちづくりセンター 

３月は中止、4 月以降は未定。 問合せ 山口まちづくりセンター 

子どもフラワー教室（全

７回） 

主催：山口まちづくりセンター 

日時 

 

場所 

５月 22日から 12月 11日 原則第２土曜日、

午前 10 時～11 時 30 分 

山口まちづくりセンター（学習室２号） 

定 員 

申込み 

問合せ 

先着７名 

４月８日（木）午前９時～ 

山口まちづくりセンター  

初心者菊作り教室（全７

回） 

主催：山口まちづくりセンター 

日時 

 

場所 

４月 11 日から 10 月３日 毎週日曜日、午前

10 時～12 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 

成人、先着 15 名 

３月２日（火）午前９時～ 

山口まちづくりセンター 

山口歴史講座ふるさと再発

見「所沢市政７０年と山口」 

主催：山口まちづくりセンター 

日時 

場所 

講師 

３月２４日（水）午後２時～ 

山口まちづくりセンター（ホール） 

木村立彦氏（生涯学習推進センター） 

定 員 

申込み 

先着 90 名 

受付け中 

「山口ほほえみウォーキング

マップ」で歴史と自然を散策

してみませんか 

日時 

内容 

 

３月 25 日（木）午前９時～ 

郷土の散策 

定 員 

申込み 

問合せ 

先着 15 名 

３月２日（火）午前９時～ 

山口まちづくりセンター 

主催：山口まちづくりセンター、協力：山口民俗資料保存会 

山口地区安全・安心推進

大会 

今年度は中止となります。   

第７４回所沢市山口地区

成人のつどい 
主催：所沢市、所沢市教育

委員会、第 74 回山口地区

成人のつどい実行委員会 

日時 

場所 

内容 

３月 20 日（土祝）午後１時 30 分～ 

上山口中学校体育館 

式典のみ実施 

対 象 

 

平成 12 年４月２日～平成

13 年４月１日に生まれた

方 

最新の情報は所沢市ホームページなどでご確認下さい。 

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 

３月13日, 27日, 4月10日, 24日, ５月８日, 

22 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 

３月 17 日（水）、４月４日（日）、５月 19

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) 

２月 27日（土）～28日（日）に予定されていた第 62回山口地区文化祭「芸能発表会」は中止となりました。 

編 集 後 記 

 

コロナ禍の中、感染対策に十分配慮しながら分散開催してきた文化

祭ですが、第三弾の芸能発表会は中止となりました。やむを得ない

ことではありますが、様々な制約の中、この日のために練習を重ね

てきた各サークルの皆さんにとっては大変残念な決定と思います。

今年の秋には再びあのワクワク感が戻ってくるようお祈りします。 

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 
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