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1 月 10 日（月祝）上山口中体育館において「第 75 回所沢市山口地区成人のつどい」が開催され、244 名と

多くの新成人が参加しました。今回もコロナ禍のため厳かな式典のみとなりましたが、式典開始前、新成人の実行

委員の皆さんも受付に立ったので華やかさが増し、式場内は旧友との再会に笑顔が溢れ、会話が絶えませんでした。 

新成人代表は「これから先、どんな困難がやってこようとも、成人としての自覚と責任をもち、周りの人に対す 

る感謝の気持ちを忘れず、社会の一
員として精一杯努力していきたい」
と誓いました。 
式典開催に際しては実行委員だけ

でなく地域の方々のご協力もいただ
きました。ありがとうございました。 
なお、４月からは成人年齢が 18

歳となりますが、所沢市では令和 4
年度以降も当面の間は 20 歳を対象
に開催することになりました。 厳かな雰囲気の中式典は進みました。 新成人を代表して二十歳の誓い。 

新成人実行委員の皆さんです。 ５年ぶりの再会、話は尽きません。 多くの人たちの協力がありました。 

 

 

 

日頃お世話になっているまちセン職員の
紹介がありました。 

穏やかな日和に恵まれた 1月 8日（土）、「山口地区新春のつどい」が 2

年ぶりに開催されました。新型コロナの感染対策のため会食はありませんで

したが、実行委員を含め 73名が参加しました。 

市長はじめ来賓の方々の温かい祝辞を戴くとともに、山口まちづくり推進

協議会の各部会長・委員長及び日頃お世話になっているまちづくりセンター

職員（コロナ禍の最中に退職された方々も含む）の紹介がありました。例年

とは異なる内容でしたが、充実した新春のつどいとなりました。 

 

 

憧れの神宮球場で堂々と入場行進。 
〔写真提供：ホワイトイーグルス〕 

泉ホワイトイーグルス※は 1月 15日（土）～16日（日）に明治神宮野

球場で開催されたポップアスリートカップ ファイナルトーナメントに関東

代表として出場、ベスト８まで勝ち進みました。全国優勝には及びませんで

したが、選手たちにとっては努力したものだけが到達できる晴れの舞台、一

生忘れることのできない貴重な体験になったことでしょう。 

※ 泉ホワイトイーグルスは山口地区の小学生を中心とした少年野球チーム

で、平成３年に設立されました。泉小を練習場所とし、これまでも数多くの

大会で優勝の実績があります。 

祝 第 75 回 所沢市山口地区成人のつどい 
「感謝の気持ちを忘れず」 二十歳の誓い 

祝 山口地区新春のつどい開催 

 

山口まちづくり推進協議会だより 第５2 号 
 

令和４年２月２８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  

祝 泉ホワイトイーグルス全国大会でベスト８達成！ 
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12月 11日（土）～12日（日）、第 63回山口地区文化祭の第２弾として作品展示会と舞台発表会が開催され

ました。舞台発表会は 2年ぶりです。コロナ禍の影響で出展者、発表者の数は減りましたが、それでも当初見込み

を超える 1,052 名（実行委員と出演者を含む）の来場者・参加者がありました。文化祭は地域の人たちが集う一

大行事、会場のあちらこちらで久しぶりの再会を喜び、談笑する姿が見られました。（YouTubeでも動画配信中） 

フラダンスとウクレレの音に気分はハワイ。 上手くできたかな？一寸隣が気になります。 うちわ片手にゆったりと新舞踊。 

福祉施設の出展は今回が初めてですが、
多くの来場者が関心を示しました。 

山口小、泉小、椿峰小の児童も出展、自由
闊達な発想に大人も元気をもらいます。 

二千羽の細かな折鶴で描いた武者絵。精緻
を極めた作品に皆が驚きました。 

 

 

昨年秋に予定されていた山口地区全体の自主防災活動訓練はコロナ禍のため中止となりましたが、独自の内容で

防災訓練を実施した自治会・町内会は少なくありません。50号では堀之内町内会の訓練について紹介しましたが、 

その後、次の自治会・町内会からも
実施の報告をいただきました。 
菩提樹自治会は11月28日（日）、

町谷自治会は 12 月４日（土）に実
施しました。それぞれ子どもも含め
数十名が参加し、消防署の協力の下、
多くの訓練を実際に体験しました。 
また、氷川町内会では安否確認パ

ネルを作成、三井自治会では非常用
発電機の動作確認を行いました。 可搬エンジンポンプによる放水。（菩提樹） 子どもたちも車いすで避難体験。（町谷） 

 

 

12 月 23 日（木）、上山口中で１年生を対象に「認知症サポート養成講座」と題した授業が行われました。（協

力：所沢市社会福祉協議会、山口地域包括支援センター、堀口自治会の皆さん） 

この授業は、上山口中の福祉学習

の一環として行われ、地域の人たち

との触れ合いを通じて福祉の意義と

地域福祉の大切さを知り、将来に向

けた実践意欲を育てることなどを目

的としています。 

第 1部では図面やビデオを使った

説明を聴き、認知症について学びま

した。第 2部では堀口自治会の皆さ

んと生徒も参加した寸劇を見て、認 
寸劇には生徒も参加し、見事な対応を見
せてくれました。 

大勢の生徒が手を挙げ、それぞれに学
んだ感想や意見を述べました。 

第 63回山口地区文化祭 第２弾 作品展示会と舞台発表会を開催 

災害は待ったなし いくつかの自治会・町内会では独自の防災訓練を実施 

上山口中 「認知症サポーター養成講座」を実施 
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知症の人たちにどのように接したら良いのか、その際に気をつけなければいけないことなどを学びました。最後に、

各自作成したアンケートの回答をもとに感想や意見を述べました。 

後日生徒たちは福祉学習で学んだことのレポートを作成し、2月には学級発表会で成果を発表するそうです。 

 

 

 

山口中では、子どもたちに本物の芸術をということで、年 1回独自に PTA事業を開催しています。コロナ禍に

よりここ２年は中止を余儀なくされてきましたが、今年度は無事開催することができました。 

今回は、パフォーマンスラボによる「ラボラトワール・ドゥ・シルク」と

いうサーカスです。コロナ禍ということを配慮し、学年ごと３公演に分けて

の開催にしました。ピエロによるコミカルなパフォーマンスや美しい舞踊と

アクロバット、洗練されたバランスの演技などが繰り広げられ、身体を使っ

た最大限の表現に、会場が驚きと感動に包まれました。数名の生徒に先生方、

PTA会長が参加できる演目もあり、全体が一体となり大いに盛り上がり、

ハラハラドキドキと感動の嵐に１時間という時間があっという間に過ぎて

いきました。 

生徒たちのアンケートでは、「コロナ禍で制限されることばかりだったけ

ど、今日はとても楽しい時間を過ごせた」「受験で勉強ばかりだったけど、 
ハラハラドキドキと感動の嵐に包まれ、
あっという間に時が過ぎていきました。 

良い息抜きになった」「素晴らしいパフォーマンスに勇気と感動をもらい、自分も頑張ろうと思った」などの感想

が多く、１人１人の心に残る思い出になったことは間違いありません。これからも子どもたちの為になる PTA事

業を行っていきたいと改めて思いました。             （寄稿：山口中学校 PTA 会長 奈須孝志氏） 

 

 

 

 

広大な処分場ですがあと 10年で終了です。 

12月 14日（火）、16名が参加し山口地区環境推進員協議会主催の視察

研修が実施されました。研修先は、寄居町にある埼玉県環境整備センターと

埼玉県立川の博物館です。県環境整備センターは、現在所沢市が一般廃棄物

の最終処分をお願いしている処分場の一つです。センター内には資源循環工

場もあり、今回は多種類の廃棄物を受け入れリサイクルする㈱エコ計画と廃

蛍光管のリサイクルを行う㈱ウム・ベルト・ジャパンの２社を見学しました。 

 

 

 

 

弁財天は七福神の中

でただ一人の女神で、

「弁天様」と呼ばれて

います。人々に弁才・

弁財・無人の知恵、財

宝・延命を与え、悪夢・

邪気など鬼神を排除し

て病苦・疫病などを遠

ざけると伝えられ、河

川の神や水の神として 
弁財天 馬頭観世音 地蔵尊 庚申塔 

荒幡への道筋には庚申塔や馬頭観世音の供養塔があり道標を兼ねているものもあります。 

川や池の縁に祀られています。 

荒幡自治会館（荒幡地区）の近くにある

荒幡本覚院に祀られている弁財天には武

州入間郡山口郷荒幡村と刻まれ明和七年

四月（1770）講中 31人とありますが、

詳細は不明です。 

次号は伝説や悲話を訪ね、旧鎌倉街道沿い

を歩きます「おしゃびき様」とは？ お楽し 

   

みに！ （寄稿 神藤年三氏） 庚申塔には元禄十年（1697）武蔵田端村と刻まれていま
す。 

馬頭観世音と石
橋供養塔 

山口中 PTA 事業 子どもたちへ本物の芸術を 
 

シリーズ(51) 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

荒幡本覚院と弁財天「七福神ただ一人の女神」当時を偲び歩きましょう 

山口地区環境推進員協議会 最終処分場を見学 
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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 

３月２日、４月６日、５月 11 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 

※場合によっては中止となります、詳細はお問合せ下さい。 

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５日、19 日、26 日、４月２日、９日、16 日、23 日、５月７
日、14 日、21 日、28 日（原則第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 
おはなし会：３月５日、４月２日、５月７日 
山口まちづくりセンター（学習室３号） 

※場合によっては中止となります。詳細はお問合せ下さい。 
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 
 

３月感染症再拡大のため中止、４月開催未定、
５月開催未定 
山口まちづくりセンター（ホール） 

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 

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 

３月 16 日（水）、４月 15 日（金）、５月 18
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。詳細はお問合せ下さい。 
初心者菊作り教室 
 
 
 
 
 
共催：山口まちづくりセン
ター、山口菊愛好会会員 

日時 
 
 
場所 
内容 

４月 10 日、5月 8 日、6月 5 日、7 月 3 日、
8 月 7 日、9 月 4 日、10 月 9 日（それぞれ
日曜日 全 7 回）午前 10 時～12 時 
山口まちづくりセンター（学習室２号） 
初心者に手軽に菊づくりに取り組んでもらえ
るよう、さし芽や苗の選び方から開花までを学
習する。また、文化祭に出展することにより鑑
賞する楽しみを味わう。 

対 象 
定 員 
参加費
申込み 

一般成人 
15 名 
1,000 円（苗代ほか） 
3 月 2 日（水）午前 9 時～
山口まちづくりセンター 
（℡2924-1224） 
（Fax：2924-1647も可） 

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12日, 26日, ４月９日, 23日, ５月14日、
28 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 16 日（水）、４月３日（日）、５月 18
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） 

 
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。詳細はまちづくりセン
ターへお問合せ下さい。 
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）は 3月 5 日（土）に開催予定でし
たが中止となりました。 
 

編 集 後 記 

山口まちづくり

推進協議会 

泉ホワイトイーグルスの選手及びスタッフの皆さん、コロナ禍
にあって明るい話題をありがとうございました。今回の取材を
通じ、山口地区の小中学校に練習拠点を置いた少年スポーツチ
ームがたくさんあることが分かりました。今後、これらのチー
ムの活躍ぶりも紹介していきたいと思います。（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） 

山口を花と緑が溢れるまちに！ 所沢市みどりのパートナー制度の紹介 

所沢市では、市内で緑の保全や緑化の取り組みを進める団体や個人を「みどりのパートナー」として登録し、
活動の支援を行っています。具体的には、雑木林などを対象とした緑の保全活動と花壇作りなどの緑化推進活
動の２種類があります。 
緑化推進活動では、苗や肥料などの購入費をはじめ、活動に必要な消耗品費（初年度に限る）や機具などの

レンタル費用について補助金交付を受けることができます。活動場所は、市内の公共施設や多くの方に親しん
でもらえる公開性の高い敷地になります。 
登録には条件もあるので詳細は所沢市環境クリーン部みどり自然課（Tel：2998-9373）にお尋ね下さい。 

, 
Kigu na 

 山口地区の催し物情報・参加者募集 



令和 4年 2月 28 日発行 山口まちづくり推進協議会だより さわやか 第 52 号 

 


