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11 月６日（土）、７日（日）の 2 日間、山口まちづくりセンターで第 63 回山口地区文化祭の第 1 弾が開催さ

れ、延べ 290 名の方が訪れました。内容は菊花展と特別企画の説経浄瑠璃公演です。今年もまたコロナ禍のため、

会場入り口では入室者カードを用いた人数制限や記帳、体温測定により感染防止策が取られました。 

菊花展の会場では菊愛好会の皆さんが丹精込めて咲かせた見事な作品が並び、訪れた人たちはその美しさに見と

れました。今年は気候が安定せず、菊愛好会の皆さんはたいへん苦労をしたとのことです。 

説経浄瑠璃の演者は、東京都指定無形文化財（芸能）保持者の三代目若松若太夫、「さんせう太夫」の最後の場

面（厨子王と母の再会）を演じました。三味線を弾きながらの語りは聴く人の心に切々と響きました。 

初心者コーナーには今年の初心者教室
参加者の作品が展示されました。 

菊愛好会の皆さんが丹精込めて咲かせ
た見事な作品が並びました。 

若太夫の三味線と語りは聴く人の心に
切々と響きました。 

 

 

 

10 月５日（火）、所沢市民文化センター・ミューズの中ホールで第 45

回所沢市社会福祉大会（主催：所沢市・社会福祉法人所沢市社会福祉協議会）

が開催され、多年にわたり社会福祉事業の発展に功績のあった方や団体など

が表彰されました。山口地区の表彰者は次の通りです。（敬称略） 

代表して表彰を受ける神藤会長。 

撮影：所沢市自治連合会 

青少年健全育成功労者（個人） 
仲 実（スクールガードリーダー） 
村松末男（山口地区の非行防止活動）
井上貴徳（少年野球指導者） 

民生委員・児童委員 

山田洋子 

優良福祉団体等 

山口地区自治連合会 

新堀ゆうゆうクラブ 
一般福祉功労者等 

向埜明美（登録手話通訳者） 
大村梢（登録要約筆記者） 
大石勝枝（話し相手ボランティ
アの会）  〔右上に続く↗〕    

黒田信幸（所沢地区保護司会所沢三芳支部） 

立野洋子（所沢地区更生保護女性会） 
中村政江（所沢地区更生保護女性会） 
町田真知子（所沢地区更生保護女性会） 
森田利子（所沢地区更生保護女性会） 
社会福祉協力者（寄付者に対する感謝） 
株式会社ベルク山口店お客様一同（愛の
福祉基金への寄付） 
外崎修汰（西武ライオンズ選手、こども
未来基金への寄付） 

 

 

 

 

大島先生のお話は大変分かり易かったと
の感想が多くありました。 

11 月 27 日（土）山口まちづくりセンターで地域福祉研修会が開催

されました。（主催：地域福祉部会、所沢市社会福祉協議会、協力：山

口地域包括支援センター）地域福祉について考えよう ～ちいきでのふ

だんのくらしのしあわせ～ をテーマに講演会を行い、人数制限のもと

51 名が参加しました。講師の大島隆代（おおしま たかよ）氏は早稲田

大学人間科学部健康福祉科学科の教員で、専門は地域福祉、災害支援、 

第 63 回山口地区文化祭 第１弾開催 今年もコロナ禍で分散開催 
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ソーシャルワークなどです。講演会は、まず大島隆代氏にご講演頂き、休憩を挟んで、山口地区で「トコろん元気

百歳体操」を実施されている春野台元気体操の会、パークホームズ夢クラブ、菩提樹体操クラブの代表の方に会の

様子をお話し頂きました。皆さんのお話しを聞き、あらためて地域福祉の大切さを感じました。 

 

 

 

好天に恵まれた 11 月７日（日）、市内全域で秋の「環境美化の日」の清掃活動が実施されました。（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） 今回もコロナ感染対策を優先させることを前提に各自治 

会・町内会の判断により実施するこ

ととなりました。 

山口地区では 20 以上の自治会・

町内会で実施、1,837 名が参加しま

した。ＰTA による呼びかけもあり

子どもたちも手伝いをしました。参

加者からは、高齢化で参加できなく

なった人が増える一方、若い世代が

新しく参加するようになったとの声

も聞かれ、世代交代を感じました。 
人々が憩い様々な地域イベントが催され
る公園もすっかり綺麗になりました。 

ご近所が揃うのは久しぶり、清掃が終わ
った後も話は続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝から晴天に恵まれた 11 月 14 日（日）、上山口中の生徒たちは約２年ぶりに「緑道・川清掃の日」に参加し

ました。総勢 80 名近くの生徒が学校にて出発式後、川と緑道の２手に分かれて行動しました。川の方では、ハチ 

の巣が見つかり、全部は歩けません

でしたが、初めて経験する川の清掃

に子どもたちは笑顔いっぱいでし

た。緑道では落ち葉拾いだけではな

く、舗装に生えている竹も一生懸命

に抜いて、みんな汗をかきながら頑

張っていました。 

教員・PTA の方の引率もありがと

うございました。 生徒はにぎやかに川の中を歩きました。 袋に穴を空けない様、枝を短く折りました。 

 

 

 

11 月 21 日（日）、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」の主催で毎年この時期に行われ、今回で 7

回目を迎えました。 

どんよりとした曇り空のため雨が心配でしたが、最後まで実施することが

できました。コロナの感染防止に心掛け、前年同様、受付時に検温、手指の

消毒、また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。 

今年は小学生、園児、未就園児あわせて 38 名が参加、多くの保護者の方々

にも参加頂き盛況でした。一周回って楽しかったのでしょうか、多くの子ど

もたちが何回も何回もコースを回っていました。また、参加の子どもたちは

元気よく右左右右後ろの掛け声や挨拶ができました。帰り際、とても楽しか

ったと言って貰え、とても励みになりました。 

「止まれ」では、しっかり止まって、まわり
を確認してから進みます！踏切を渡ると
きは、自転車から降りて渡ります！自転
車は道路の左側を走ります！ 

緑道・川清掃に上山口中の生徒が参加 子どもたちの声はうれしいですね 

好天に恵まれた秋の環境美化の日 お疲れ様でした 

みつい児童見守り隊 第７回目の自転車講習会を開催 

集団資源回収のお勧め 
集団資源回収は、自治会・町内会・マンション管理組合・子供会・長生クラブなどの団体が自主活動として資
源回収を実施して市役所に申請すると、回収実績に応じて市から団体に報奨金が支払われる制度です。団体に
とっては活動資金が得られ、所沢市にとっては収集経費削減というメリットがあります。詳しいことは所沢市
役所環境クリーン部資源循環推進課で発行している「集団資源回収マニュアル」をご覧になるか直接同課にお
尋ね下さい。市のホームページでも閲覧可能です。 
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所沢市内ではほとんど見かけなくなった田んぼですが、豊かな自然に恵まれた山口地区では今でも菩提樹、大鐘、
堀口のあたりで個人や団体の米作り風景を見ることができます。今年の秋も９月下旬から 10 月中旬にかけて、菩
提樹田んぼの会、「上山口地域ふるさと創生」を進める会、所沢の米で日本酒を作る会の会員がそれぞれ会の思い
を込めてそれぞれの田んぼで稲刈りを行いました。豊かな自然は山口の財産、次の世代に残していきたいですね。 

菩提樹田んぼの会 「上山口地域ふるさと創生」を進める会 所沢の米で日本酒を作る会 

 

 

10 月９日（土）午後に瑞岩寺で予定されていた岩崎簓獅子舞は今年もコロナ禍のために中止となりましたが、
当日の午前中、保存会の 17 名の皆さんが瑞岩寺にある宇佐美助右衛門の墓を参り、その後、３頭の獅子頭ととも
に岩崎弁財天を参拝しました。岩崎の獅子は悪病除け、火伏せの守りとして崇められており、コロナ禍収束の願い
も叶えていただけることと思います。 

岩崎簓獅子舞の始祖宇佐美助右衛門の
墓前に花を手向けました。 

笛と太鼓に続き３頭の獅子頭が岩崎弁
財天の参道を進みました。 

獅子頭とともに岩崎弁財天を参拝、皆で
コロナ禍の収束を祈願しました。 

 

 

 

 

耳の大きな『聞くぞう地蔵尊』はあなたの嬉しいことや悲しいこと、人に

言えない悩みごとなど、なんでも密（ひそか）に聞いてくれます。 

荒幡山光蔵寺山門と墓地入口道には元禄時代（1688～1704）の地蔵尊

が祀られています。寺の創建年号など詳細不詳ですが、貞和（1345～

1350）などの記録がある古碑があったと云われ、奥富より当地に移転とあ

ります。 

柳瀬川の南面、荒幡富士や鳩峰八幡神社そして八国山緑地に囲まれた山口

と荒幡および久米の地域は、南北（川越・府中・鎌倉）や東西（江戸・青梅・

八王子）に向かう狭山丘陵の要所として時代とともに繁栄した小さな村が 耳の大きな聞くぞう地蔵尊。 

多かったところです。 

地蔵尊や馬頭観世音、庚申塔など

は、この地に人の往来があったこと

により村を守る風習や人に対する優

しい配慮から道標を兼ねて作られた

ものです。歴史的にも建てられた年

号や当時の時代を想いながら歩く楽

しみがあります。 
それでは、次号もいくつかの見所をご
紹介します。（お楽しみに！） 

光蔵寺山門。 元禄時代の地蔵尊。 

山口にはまだ田んぼが残っています ３つの団体が稲刈り 

岩崎簓獅子舞 保存会で宇佐美助右衛門の墓参りと岩崎弁天を参拝 

シリーズ㊿ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

聞くぞう地蔵尊（山口～荒幡へ）柳瀬川沿いから荒幡（小学校）近くの光蔵寺 
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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 

１月５日、２月２日、３月２日（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 

詳細はお問合せ下さい。 

無料 

10 月６日（水）から再開しました。  

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：１月 15 日、22 日、２月５日、12 日、19 日、26 日、３月５日、

12 日、19 日、26 日（原則第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 

おはなし会：１月お休み、２月５日、３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 

しばらくの間お休み 

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 

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 

 

１月 14 日、28 日、２月 11 日、25 日、３月

11 日、25 日（通常は第 2、４金曜日、12 月

は第 2、４金曜日） 

午後１時 50 分～、受付は午後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。 

事前申込制（定員 30 名）現在募集中 
申込み 

 

参加費 

持ち物 

山口まちづくりセンター（℡

2924-1224） 

無料 

飲み物、汗拭きタオルなど 

 

10 月８日（金）から再開しました。  

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 

１月 19 日（水）、２月 18 日（金）、3 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 

詳細はお問合せ下さい。 

100 円(当日いただきます) 

 
場合によっては中止となります。開催の有無はまちづくりセンターへお問合せ下さい。 

第 75 回所沢市成人のつ
どい 
 

日時 

場所 

内容 

令和４年１月 10 日（月・祝） 

上山口中学校体育館 

<式典>10：30～11：30（予定） 

対 象 平成 13 年４月２日から平

成 14 年 4 月１日の間に生

まれた方 

主催：所沢市・所沢市教育委員会・第 75 回山口地区成人のつどい実行委員会 

山口地区住民懇談会 
 

日時 

場所 

内容 

令和４年２月５日（土）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター（ホール） 

調整中 

問合せ 山口まちづくりセンター（℡

2924-1224） 

 

山口地区安全安心推進
研修会 
主催：山口まちづくり推進

協議会、山口地区安全・安 

日時 

 

場所 

内容 

令和４年３月５日（土）午前 10 時～12 時 

予定 

山口まちづくりセンター（ホール） 

調整中 

  

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、小中学校 PTA 

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 

１月８日, 27 日、２月 12 日, 26 日、３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 

１月 19 日（水）、２月６日（日）、３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 

山口まちづくり
推進協議会 

コロナ感染者数の減少に伴い山口地区ではいろいろな催し物や
活動が再開されるようになり、活気を取り戻してきたように感
じます。12 月 11 日、12 日には文化祭の第 2 弾が開催されま
したが、模擬店とイベントが見送られたにも関わらず予想を超
える来場者があり、久しぶりの再会を喜びあう人たちもいまし
た。来年はこれ以上コロナに振り回されたくないですね。（新居） 

広報委員：新居亨一（地域環境部会）、
渡辺栄一（地域振興部会）、平野進一
（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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