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山口まちづくり推進協議会では 5月 22日（土）に令和３年度の全体会議を予定しておりましたが、昨年度に

引き続き今年度も新型コロナウィ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２年度事業報告について」、議案第 2号「令和２年度決算報告及び監

査報告について」、議案第 3号「令和３年度役員改選について」、議案第４号「令和３年度事業計画（案）」、議案

第５号「令和３年度予算（案）について」）が原案通り承認されました。令和３年度の体制は下図の通りです。赤

文字は新規役員です。引き続き山口のために力を合わせ頑張っていく所存ですので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体の部 優良賞 氷川町内会（代表者 渡辺 栄一会長） 

コロナ禍対策を取りながら、地域の民生児童委員および山口包括支援センターと協働した高齢者支援および子ど

も支援活動を行ってきたことが評価されました。具体的には、山口包括支援センターと協働し、「迷い人声かけ運

動」による認知症の理解促進に取り組みました。また、近隣住民、地域の民生児童委員と協働し、親子を対象とし

た親子映写会やゲーム、お楽しみ会などを学童の休日に合わせて町内会館で実施しました。 

祝 表彰 令和３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 

令和３年度 山口まちづくり推進協議会 全体会議 
今年度も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 関口守 前田克夫   監 事（２名）：岡部満男 仲法寛 
事務局長（１名）：高杉修 
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令和３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  

¥ 

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山口中学校愛校会 ⑩上山口中学校

後援会 ⑪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山口民俗資料保存会 ④山口民踊レ

クリェーションクラブ 
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個人の部 自治振興賞（会長４年以上）：土田 健（岩崎上町自治会） 

森田 彰（川辺町内会） 

自治協力賞（４役及び相当する職）：野中 純夫（岩崎上町自治会）         （敬称略） 

 

 

 

 

令和 2 年 11 月 10 日（火）に埼玉会館で開催された第 67 回埼玉県更生保護大会において、山口地区更生保
護女性会から５名の方々が表彰されました。毎年秋に中氷川神社で行われる「子ども焼いも大会」ふれあいの会を 
はじめとする青少年育成活動や更生保護
活動など、長い間に渡るご尽力と功績に敬
意を表します。 

さいたま保護観察所長感謝状 
中村 静江 
長谷川安子 

埼玉県更生保護女性連盟会長表彰 
中 千恵子    糟谷 正子 
向野 和美      （敬称略） 

 

 

 

 

コロナ禍による令和３年度所沢市総合防災訓練の中止を受け、山口地区自

主防災活動訓練も中止となりました。ただし、昨年と同様に各自治会・町内

会で独自に防災訓練を実施することは妨げません。 

自然災害はいつ発生するか分かりません。特に近年は大雨による災害が全

国各地で発生しており、山口地区でも平成 28 年には川のようになった道路

があちらこちらで見られました。また、29 年には山口中脇の道路が大きく

陥没したことは記憶に新しいところです。 

昨年、岩崎３号自治会では安否確認カードを使った自治会独自の防災訓練

を行いました。「さわやか」44号でも紹介させていただいたところ、多くの

自治会・町内会が関心を持ち問合せをいただきました。 

  

  

昨年の岩崎３号自治会独自の防災訓
練、「安否カード」を掲示しました。 

大規模な防災訓練の中止が続き防災意識の低下が懸念されますが、重要なのは日頃の備え。防災意識を維持する

ためにも、御自宅で、あるいは各自治会・町内会で身近にできる範囲の訓練を行ってみてはいかがですか。 

 

 

 

今年も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。市民の健康と安全

優先を考えれば止むを得ないことですが、祭囃子の聞こえない夏は季節感がなく何とも寂しいかぎりです。来年は

コロナ禍が収まり、賑やかな夏祭りが戻ってくることを願ってやみません。 

 

 

 

 

 

３月 27日（土）、地域環境部会の 30名が参加し、上山口中西側（上山口字雑魚谷）にある里山（通称「長蔵、

葉奈の森」）の清掃を行いました。この事業は、荒れた里山を復元し、希少植物や生き物を保全・保護するととも

に地域住民がいつでも散策できる憩いの場を提供することを目的として、平成 25年度に始められました。 

今回は、冬の間に山の中や隣接する道路に積もった落ち葉の清掃（くず掃き）が中心で、約１時間という短い時

間でしたが、見違えるようにきれいになりました。掃き集めた落ち葉は道路沿いの竹囲い枠の中に集めてあります。

畑の土壌改良や肥料として使えるので、家庭菜園などで必要な方はご自由に持ち下さい。 

見違えるようにきれいになりました。 マスクをしての作業、お疲れ様でした。 集めた落ち葉、ご自由に持ち下さい。 

今夏もコロナ禍のため殆どの自治会・町内会で夏祭りは中止の方向 

地域環境部会の里山清掃事業 上山中西側の里山で落ち葉掃き 

コロナ禍のため 今年度の山口地区自主防災活動訓練は中止です 
ただし 各自治会・町内会で独自に防災訓練を実施することは妨げません 

祝 表彰 第 67 回埼玉県更生保護大会表彰 
山口地区更生保護女性会から５名の方々が表彰されました 

コロナ禍の影響により今年度の山口地区敬老会は中止です 
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５月 30日（日）、春の「環境美化の日」の清掃活動が市内全域で実施されました。（主催：所沢市自治連合会、

所沢市環境推進員連絡協議会、所沢市、実施するか否かは各自治会・町内会で判断） 

動くと汗ばむ位の陽気でしたが、参加した皆さんは朝早くから道路、水路、広場などの清掃を行い、9時頃には

すっかり綺麗になりました。また、久しぶりにご近所との交流もできました。まちが綺麗・清潔になるとごみのポ

イ捨てが減り、好循環がもたらされます。 

ボクたちもごみを拾いました。 川越しにごみを渡す人、受ける人。 おしゃべりをしながら草むしり。 

 

 

 

5 月 30 日（日）、菩提樹田んぼの会の田植えが行われました。コロナ禍の影響を考慮して子どもたちの参加は

見合わせることにしましたが、それでも予想を超える約 20名が参加しました。 

梅雨前の貴重な晴れ間、皆マスク

姿ながら、老若男女が歳を忘れて泥

まみれになり、心地よい汗を流しま

した。秋には子どもたちも参加し賑

やかな稲刈りができるようになると

良いですね。 

ユーチューブ「菩提樹たんぼ物語」（制

作：朝川博明）で詩情豊かな菩提樹

田んぼの四季の移ろいを見ることが

できるのでご紹介します。 
新緑の心地よさが、暫しコロナ禍の憂鬱
を忘れさせてくれました。 

目印に張った紐に沿いながら１本 1 本丁
寧に苗を植えて行きました。 

 

 

 

所沢市では 5 月上旬から段階的に新型コロナワクチン接種の予約が始ま

りましたが、コールセンターでの予約は電話が混み合いなかなか繋がりま

せんでした。このため、5 月 14 日（金）からは市内 11 か所のまちづく

りセンターで高齢者を対象に WEB 予約を支援することになり、支援開始

当初の様子は読売新聞にも大きく紹介されました。 

山口地区では 5 月末までに約 700 名の高齢者が支援を受けました。な

にしろ初めての事態なので、クーポン券を紛失したとの相談を受けるなど、

予期せぬトラブルもありましたが、職員は親身になって対応をしていまし

た。支援を受けた方々からは「助かった」との感謝の声が多くありました。 大勢の人がまちセンを訪れ、好評でした。 

 

 

 

男の子を産んで、きっとやさしくしてくれると思っていた“おりん”でしたが、善兵衛は相変わらず財産をつく

ることばかりでした。その子はよく泣く子でした。その泣き方がひどく、ある夜善兵衛が「うるさい、そんなに泣

くやつは外へたたきだしてしまえ」と言いました。“おりん”の妹“おくら”が赤ん坊を抱いて外へ出ていきまし

た。桜淵の土橋の近くでサアーと突風が吹いて“おくら”が気付くと赤ん坊がいません。“おくら”は赤ん坊を探

しながら暗い柳瀬川沿いを歩いて、歩いて・・・歩き続けましたが見つからず、闇夜にいつしか実家まで来ていま

した。翌朝桜淵の近くで亡き赤ん坊が見つかり、“おくら”は役人に捕えられ取り調べを受けましたが桜淵に身を  

シリーズ㊼ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

『桜淵延命地蔵尊』その２  子供たちの幸福を願って！悲しき姉妹への祈り 

春の「環境美化の日」 久しぶりにご近所との交流もできました 

新緑の里山に囲まれて 「菩提樹田んぼの会」が田植え 

まちセンで高齢者の新型コロナワクチン接種 WEB予約を支援 
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投げ 12 歳の命を絶ちました。それ

から夜になると赤ん坊と女の泣き声

がかすかに聞こえると噂になりまし

た。夫の吉之助は病で亡くなり、か

ね善はつぶれ、善兵衛は桜淵に地蔵

尊を建て不幸な赤ん坊の菩提を弔い

ながら世を送ったということです。 

（これは悲話伝説であり資料などは

ありません）次回も山口地区や近郷

の子育て地蔵尊など訪ねてみます。

お楽しみに！  （寄稿 神藤年三氏） 
保存会の方々により守られています。 子どもへの想い、祈りが納められています。  

 

 
 
新型コロナウィ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月以降未定。場合によっては中止となります。
詳細はまちづくりセンターへお問合せ下さい。 
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 
詳細はお問合せ下さい。 
無料 

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月以降未定。場合によっては中止となります。
詳細はまちづくりセンターへお問合せ下さい。 
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 
詳細はお問合せ下さい。 
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 10 日、17 日、24 日、８月７日、14 日、21 日、28 日、９
月４日、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：７月 10 日、８月はお休み、９月４日 
山口まちづくりセンター（学習室３号） 

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月以降未定。 
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 

詳細はお問合せ下さい。 
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 

９月 15 日（水）（午前 10 時～12 時）から再
開予定。場合によっては中止となります。詳細は
まちづくりセンターへお問合せ下さい。 
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 
詳細はお問合せ下さい。 
100 円(当日いただきます) 
 

初心者大人フラワーアレ
ンジメント講座 
主催：山口まちづくりセンター 

９月から全３回講座を開催する予定です。詳細は他
広報などでご案内致します。 
場合によっては中止となります。 

  

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 10 日, 24日,８月 14 日, 28日,９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 

７月 21 日(水)、８月１日(日)、９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） 

訃 報 
前山口まちづくり推進協議会会長の本橋源一氏が５月３１日に満８４歳で御逝去されました 故本橋源一氏は山口地区

自治連合会会長 所沢市自治連合会会長 社会福祉協議会山口支部支部長などの要職を歴任され 私たちのために
多大なご尽力をされました それらの功績に深く感謝するとともに心より御冥福をお祈り申し上げます 

編 集 後 記 

 

コロナワクチン予約では大勢の方がまちセンのお世話になりましたが、見

方を変えればデジタル化社会は道半ばということです。「さわやか」はネ

ット配信もしていますが、回覧で読むのを楽しみにしている方も少なくあ

りません。デジタル化社会の不平等が生じないよう、安易に「インタネッ

トをご覧下さい」という表現を使うのは控えるべきと再認識しました。 

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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