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今年も自主防災活動訓練は中止となりましたが、災害に中止はありません

災害が起きてから慌てても手遅れ

各自で防災について考えてみませんか

山口地区は比較的災害が少ないと思われていますが油断は禁物、自然災害はいつ発生するか分かりません。災害
に対する備えを忘れないためにも、あらためて防災について考えてみませんか。
重要なことは、日頃の備え（危険個所と避難場所・避難ルートの把握、緊急持ち出し用品の備蓄など）と早めの
避難（最新の情報収集、安全な避難方法の選択）です。簡単ですが、以下に参考情報を紹介します。
◆所沢市の防災ガイド・避難所マップ
所沢市では「防災ガイド・避難所マップ」
（右図：
最新版は平成 31 年３月）を全戸配布しています。
所沢市の防災に関する必要事項が分かりやすく具体
的に書かれているのでぜひご覧下さい。また、市ホ
ームページには水害（洪水及び内水）のハザードマ
ップなどの最新防災情報が載っています。
◆避難：災害の種類や状況により避難場所、避難所、
避難方法が異なるのでご注意下さい。
（上表：防災ガイド・避難所マップ及び市ホームページから抜粋）
・地震の避難：家屋の倒壊や焼失で自宅に戻れないときは 一時避難集合場所 → 指定避難場所 → 指定避難所
自宅の安全が確認できたとき（倒壊や火災の危険がないとき）は自宅に留まる。
・風水害の避難：避難方法は一通りではありません。最新の避難情報に基づいて適切な避難行動を！
・垂直避難：安全に屋外へ避難できない場合（風雨が強くて危険、避難経路が浸水など）
、自宅の２階以上また
は居住建物の高層階へ避難。
・水平避難：浸水の恐れがある場合、その場を立
ち退き、近隣の少しでも安全な場所（避難所、
親戚・知人宅など）に一時避難。
・待避：浸水の恐れがなければ、自宅や安全を確
保できる場所に留まる。
◆警戒レベル・判断情報と住民が取るべき行動
今年 5 月 20 日、新たな避難情報に関するガイド
ラインが内閣府（防災担当）から公表されました。
警戒レベルを５段階に分けることは変わりありませ
んが、従来使われていた避難勧告という表現が廃止
されたこと、右図に示すように警戒レベル４までに
必ず避難すると明記されたことが大きな変更点で
す。
（右表）テレビのニュースなどではこのガイドラ
警戒レベル・判断情報と住民が取るべき行動
インに従った用語を使っています。
出典：内閣府と気象庁のホームページ情報に基づき編集

まちセンでお宝発見！
「はらぺこあおむし」の作者

さんの直筆画

５月末、世界中で親しまれてきた「はらぺこあおむし」の作者として有名
な絵本作家エリック・カールさんが 91 歳で亡くなりました。
実は、知る人ぞ知るですが、まちセンにはカールさんの直筆画が飾られて
います。カールさん御夫妻が 1985 年に初来日した際、東久留米の「おは
なしきゃらばん」の方々と一緒に山口公民館を訪れ、
「ごちゃまぜカメレオ
ン」の大きな絵を描きながら、子どもたちと賑やかで楽しい交流の時間を過 まちセンに飾られているエリック・カール
さん直筆の「ごちゃまぜカメレオン」。
ごしたとの記録※）が残されています。
※）山口子ども文庫おはなし会、「あしあと－山口子ども文庫おはなし会の１８年－」、平成６年３月発行
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山口小４年生 福祉学習で車いすを体験
６ 月 16 日 （水 ） 山 口 小 体 育 館 で 、 所沢 市 社 会 福 祉 協 議 会 CSW
（コミュニティソーシャルワーカー ）の方を講師に、車いす体験学習を行いました。対
象は４年生３クラスの全員、１時間授業です。車いす６台を用意して、福祉
サポ-ター、自治会、民生委員の皆さんも協力しました。
はじめに、車いすの開き方や、ブレーキのかけ方などの話を聞きました。
その後、３人１組となり、乗る人、車いすを押す人、伴走する人を交代で 講師と協力戴いたボランティアの皆さん。
体験しました。段差のあるところ、
幅の狭いところ、連続してカーブな
どがあるところを動かしてみました。
これらの体験により、車いすで困
っている人がいたら声を掛けて助け
てほしいことや、車いすを押す時は
「動きます」
「右に曲がります」など、
一つ一つの声掛けが大切だというこ
とを学びました。
初体験の段差越えは大変そうでした。
最後に学んだことや感想を発表しました。

山口を考える会 山口城址バス停（ところバス）にベンチを設置
7 月 23 日（金）
、
「山口を考える会」により山口城址バス停（ところバス）にベンチが設置されました。ぜひご
利用下さい。買い物帰りにしゃがみこんでバスを待つ高齢者を見かけたことが設置の発端です。設置に際しては、
場所を提供していただいた地主さんをはじめ、企画から設計・製作、設置に至るまで、多くの人たちの協力があり
ました。ベンチ周辺に花壇を作る計
画もあります。将来的には設置場所
を増やすなど、更なる展開が期待さ
れます。
「山口を考える会」は、山口地域
包括支援センターを事務局に、まちづ
くり推進協議会・福祉部会の民生委
員とその経験者、福祉サポーター、有
識者のメンバーで構成され、所沢市社 高齢者の利用に合わせて少し低め、い
設置作業に参加した皆さん。暑い中、和
会福祉協議会の協力を得て、できる つまでも座っていたい気分になります。
気あいあいと設置の準備をしました。
ことから実践して行こうとの思いで福祉活動を行っています。
ベンチに関する問い合わせは、山口まちづくりセンターにお願い致します。

”ふるさとの原風景”を後世に引き継ぐ！
「上山口地域ふるさと創生」を進める会が田植え
６月 19 日（土）
、川辺の田んぼで「上山口地域ふるさと創生」を進める会の田植えが行われました。あいにく
の雨となりましたが、早朝より地元有志と藤本市長をはじめ市役所職員有志の方々約 30 名が参加しました。
「上山口地域ふるさと創生」を進
める会は、ふるさとの原風景を後世
に引き継いでいきたいとの思いを抱
く地元上山口（大鐘・堀口・川辺・
新堀）の有志の皆さんの集まりで、
現在 28 名の会員がいます。
現在山口地区で田んぼをやってい
るのは、菩提樹田んぼ（前号で紹介）
や「ゆめところ」の田んぼなど、わ 藤本市長（左）と森田仁会長。市長はズボ 雨天にも負けず、足を取られそうになりな
ずか数か所になってしまいましたが、 ンの裾をまくり上げ、やる気満々です。
がら田植えを頑張りました。
所沢市は水田景観保全活動を推進しています。上山口の田んぼについても保全活動に必要な支援を受けられる予定
です。田んぼは減っても五穀豊穣の願いは夏祭りなど地域の伝統文化として引き継がれています。人々の絆が稲と
共に成長し、ふるさとの原風景が後世に引き継がれていくことを期待します。
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柳瀬川の最上流をきれいに

今年度２回目の清掃

７月 11 日（日）
、今年度２回目となる柳瀬川の清掃が行われました。前日までは雨の多い日が続きましたが、
増水の心配はありませんでした。蒸し暑い中、「柳瀬川の最上流をきれいにする会」の方々をはじめ、多くの方が
参加し、草むしりや川のごみの取り除き作業を行いました。
昨年度はコロナ禍のため会として
集まることができませんでしたが、
会員の皆さんが川を守り続けて下さ
ったお陰でホタルが自生するように
なり、今年の６月には幻想的な光の
舞を鑑賞できるほどになりました。
例年ですと上山口中の生徒も参加
し川の中を歩いてゴミ拾いをしてい
ますが、コロナ禍のため参加を見合
会員をはじめ多くの方が集まりました。
川の周辺の雑木やごみを片付けました。
わせることになりました。

シリーズ㊽ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！
子育地蔵尊 堀之内「昔も今も変わらぬ思いやり」
寛文 11 年（1671）6 月 24 日、今から約 350 年前のこ
とです。武州山口之郷堀之内村は江戸街道所沢道や相州鎌倉道
など交通の要所でした。
伝承によると身重の旅人が難産の末、可哀そうに親子共亡く
なられということです。地元堀之内村の人たちは気の毒な親子
をねんごろに葬（ほうむ）り、親子の冥福を祈って「子育て地
蔵尊」を建てたと伝えられています。それからちょうど 300
年に当たる年には地元有志により盛大な供養が行われ、以来毎
年７月に供養祭が行われます。
現在、
「子育て地蔵尊」は清水家の敷地内に祀られています
が、昔はどこに祀られていたか不明です。堀之内の字道、小さ
な田用水池のほとり在ったと言われ、その後道北の山口中学校
通学路の坂の途中左側山口 1381 番地あたりに移された後、
現在地に安置されています。
「子育地蔵尊」は清水家の敷地に祀られています。人へ
山口地区を始め身近にある近郊の地蔵尊などご紹介します。
の優しい思いやりは、いつの世でも大切です。
お楽しみに！ （寄稿 神藤年三氏）

市役所市民課からのお知らせ

マイナンバーカードの受け取りを忘れていませんか？

マイナンバーカードの受け取り場所は市役所市民課及びまちづくりセンター(並木を除く)です。
問合せはマイナンバーコールセンター（04-2998-9481）まで。

山口地区の催し物情報・参加者募集
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
山口子ども文庫おはなし
会 共催：山口子ども文

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 本の貸し出し：９月４日、11 日、18 日、25 日、10 月２日、９日、16 日、23 日、
11 月 13 日、27 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時
庫おはなし会・山口まちづ
おはなし会：９月４日、10 月２日
大おはなし会：11 月 20 日午前 11 時～
くりセンター
場所 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
日時 ９月 10 日、24 日、10 月８日、22 日、11 参加者募集中、定員 30 名
月 12 日、26 日（第 2、４金曜日）
問合せ 山口地域包括支援センター
午後１時 50 分～、受付は午後１時 30 分
（℡2928-7525）
共催：山口地域包括支援セ 場所 山口まちづくりセンター（ホール）
参加費 無料
ンター・山口まちづくりセ 内容 高齢者が元気になるための椅子に座ってもで 持ち物 飲み物、汗拭きタオルなど
ンター
きる体操です。
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日時 ９月 15 日（水）、10 月 15 日（金）、11 月 対 象 高齢者と障害のある方
17 日（水） 午前 10 時～12 時
申込み 詳細はお問合せ下さい。
場所 山口まちづくりセンター（学習室２号）
参加費 100 円(当日いただきます)
主催：山口まちづくりセン 内容 交流と仲間づくり
ター
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。
ハーバリウム講座
日時 10 月６日（水）午前 10 時～
対 象 成人
場所 山口まちづくりセンター（学習室２号）
申込み ９月 14 日(火)午前９時～
内容 生活の中に花を飾ろう（ハロウィーン編）
山口まちづくりセンター
主催：山口まちづくりセン
（℡2924- 1224）
ター
参加費
2,000 円
元気いきいき健康講座
日時 11 月 10 日（水）午前 10 時～ ＊受付は午前 申込み 事前申込制
９時４５分～
問合せ 健康づくり支援課
場所 山口まちづくりセンター（ホール）
（℡2991-1813）
主催：健康づくり支援課
内容 上手にお薬と付き合おう！
参加費
無料
山口地区ふれあいスポーツ 日時 ９月 26 日（日）午前９：00～12：00
対 象 どなたでも
場所 山口小学校校庭
申込み 自由参加
内容 コロナ禍のため対抗競技は中止 ※雨天中止 参加費 無料（参加賞あり）
主催：スポーツ協会山口支
グラウンドゴルフコースを 12 ホール設置、初 問合せ スポーツ協会山口支部事務
部 共催：山口まちづくり
心者歓迎。他にペタンクとボッチャの体験もで
局長 鈴木恵規
センター
きます。
（℡090-7728-2645）
第 63 回山口地区文化祭 日時 菊花展：11 月 6 日（土）～７日（日） 特別企画 説経浄瑠璃：11 月 6 日（土）
作品展示・舞台発表：12 月 11 日（土）～12 日（日）
場所 山口まちづくりセンター
・開催にあたっては昨年同様、人出を分散させて行います。
・新型コロナ感染症の状況を見つつ参加募集し、希望者に説明会を行います。
・作品展示申込〆切
サークル・団体：9 月 18 日(土)、「だれでもなんでも展」（個人）：10 月 16 日(土)
主催：山口まちづくりセン ・舞台発表申込〆切 サークル・団体：9 月 18 日(土)
ター、山口まちづくり推進 ・俳句、川柳募集〆切 11 月 19 日(日) 申込先：山口まちづくりセンター
協議会学習文化部会
俳句：兼題「冬来る」「霜柱」「納豆」1 人５句まで
川柳：自由句１人３句まで
秋の「環境美化の日」
日時 11 月７日（日）
詳細は市、自治会・町内会の回覧など
主催：所沢市自治連合会, 内容 市内一斉清掃
をご覧下さい。
所沢市環境推進員連絡協
議会、所沢市
山口地区（秋季）グラウン 日時 11 月 21 日（日）午前９：00～13：00
対 象 山口地区在住の方
ドゴルフ大会
場所 狭山湖運動場
申込み 別途回覧で案内
内容 16 ホールのストロークプレー
参加費 無料（参加賞あり）
主催：スポーツ協会山口支
※雨天中止（予備日なし）
問合せ スポーツ協会山口支部事務
部 共催：山口まちづくり
※コロナ禍の状況により運営が変更となる場
局長 鈴木恵規
センター
合があります。
（℡090-7728-2645）
図書館おはなし会
日時 ９月 11 日, 25 日,10 月９日, 23 日,11 月 13 日, 対 象 ４歳以上（保護者の方もご
27 日(それぞれ土曜日) 午前 10 時 30 分開始
一緒に）
内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など 問合せ 椿峰分館（℡2924主催：所沢図書館椿峰分館 場所 所沢図書館椿峰分館
8041）
図書館親子おはなし会
日時 ９月 15 日(水)、10 月３日(日)、11 月 17 日 対 象 ０歳から 3 歳まで（保護者
(水)
午前 11 時開始
の方もご一緒に）
内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
問合せ 椿峰分館（℡2924主催：所沢図書館椿峰分館 場所 所沢図書館椿峰分館
8041）

地域交流会ぬくもり広場

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）とこども
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）は開催未定。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。
毎年秋恒例の岩崎簓(ささら)獅子舞（主催：岩崎獅子舞保存会 後援：所沢市、所沢市教育委員会、所沢市観光協
会、山口地区自治連合会）と山口地区秋季もったいない市（主催：所沢市 協力：山口地区環境推進員協議会）はコ
ロナ禍のため中止となりました。なお、再利用可能な衣類・陶磁器はエコロ館で持込回収ができます。

コロナワクチン接種は済みましたか？ でも安心は禁物 接種後もマスク着用を！
編

集

後

記

この原稿を書いている今日もまた大雨による河川の氾濫・浸水や土砂災
害などのニュースが報じられています。最近特に顕著になっている豪雨
災害は地球温暖化が一因であり、地球温暖化は CO2 などの温室効果ガス
の増加が原因と言われています。子々孫々のため、私たちも日々の生活
の中でできることから対策を講じていく必要があると思います。

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）
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