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３月 15日（火）、朝方は雨が降っていましたが、新たな門出を祝うように晴れ間が垣間見える中で中学校の卒

業式が行われ、24 日（木）には小学校の卒業式が行われました。卒業式はどちらも保護者の方は１名参加で、検

温・消毒の感染対策もなされました。各学校で開催の仕方に多少の違いがありましたが、少しずつ通常の式に戻り

つつあるようです。卒業生は、それぞれの思い出を胸に学校生活を惜しみつつ、毎日通った校門を後にしました。 

一足早く桜が満開を迎えた後の４

月８日（金）には午前と午後に分け

て中学校と小学校の入学式が執り行

われました。大きなランドセルを背

負い、初めての学校に胸をドキドキ

しつつ笑顔が溢れる新入生。おめで

とうございます！ 

山口地区では子どもたちの安全と

健やかな成長を願い、日々地域の人

たちが見守っています。 
いっしょに学び、遊んだ友との思い出は 
かけがえのない宝物、いつまでも大切に。 

学び舎に向かって皆でピース、６年間 
お世話になりました。 

５年後の「所沢市二十歳のつどい」も皆で 
元気に集まりたいですね。 

新入生は神妙な顔をして先生方の話を
聞きました。新しい生活の始まりです。 

仲良し二人組、中学に
入っても一緒です。 

 
 

掲載した写真は
いずれ も各校の
PTA 保護者の方々
から提供していただ
きました。ありがとう
ございました。 
なお、一部の写

真については加工・
修正の上、掲載させ
ていただきました。 

 

 

 

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、更生保護女性会等々の諸団体をはじめ、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３年秋には、日頃の山口地区の安全・安心を支えてきた方々、幸福で明るい社会の実現に向け活動してきた

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。（敬称略） 

消防功労・協力者 

埼玉県消防協会定例表彰 

３等功労章 入沢 豊（第７分団団員） 

機関技能章 栗原 司（同班長） 

機関技能章 長野 大輔（同団員） 

機関技能章 勝瀬 隆之（同団員） 

勤続章 谷口 博昭（同団員） 

埼玉県消防協会所沢支部定例表彰 

一等功労章 東條 真一（同部長） 

三等功労章 栗原 司（同班長） 

三等功労章 長野 大輔（同団員） ↗ 

三等功労章 勝瀬 隆之（同団員） 

三等功労章 馬場 智章（同団員） 

防犯功労者 

全国防犯協会連合会 防犯栄誉銅章 

本橋 功（所沢市防犯協会山口支部 

支部長） 

関東防犯協会連絡協議会 防犯功労者 

荻野 隆一（所沢市防犯協会 監事） 

所沢市地域安全功労者 

土田 健（所沢市防犯協会山口支部） 

糟谷 敏雄（所沢市防犯協会山口支部） 

更生保護功労者 

さいたま保護観察所長感謝状 

西田 ふみ子（岩崎中町） 

黒田 智江（岩崎下町） 

埼玉県更生保護女性連盟会長表彰 

杉田 早苗（岩崎下町） 

阿部 美穂子（岩崎上町） 

斎藤 久美子（堀之内） 
第 68回埼玉県更生保護大会にて 
表彰（令和３年 11月 25日） 

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  

 

祝 卒業・入学 おめでとう！ 

期待と喜びと少しの不安、子どもたちは新たな人生を歩み始めました 
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所沢泉ドルフィンズ※（男子）は 3月 28日（月）～31日（木）に国立

代々木競技場で開催された第 53 回全国ミニバスケットボール大会に埼玉

県代表として初出場しました。男子の出場チームは 47、大会方式はリーグ

戦で、各チームは２日間で３ゲームを実施、優勝は決めない交歓大会です。 

残念ながら勝利を収めることはできませんでしたが、いずれも善戦であ

り、選手たちは全力を出し切り、悔いなく試合を楽んだと思います。子ども

たちにとっては一生忘れられない貴重な体験となり、これからの人生の自信

にも繋がっていくことでしょう。指導者の方々もお疲れ様でした。 

※ 現在の所沢泉ドルフィンズは平成 31 年度に発足、泉小体育館を練習場所とした
ミニバスケットチームで、山口地区をはじめ市内全域から小学生が集まっています。 

選手及び指導者の皆さん、夢をありがとう。 
〔写真提供：所沢泉ドルフィンズ〕 

「学校開放運営委員会」の活動をご存知ですか？ 
学校がお休みの日の校庭から、少年野球やサッカーチームが元気に活動している声が聞こえます。校庭に限らず、体

育館や武道場の学校施設をお借りしてバスケ、バレー、バドミントン、柔道、剣道など、子どもから大人の 30 のチー

ムや団体（令和３年度）が活動しています。 

11 名の役員で構成される「山口地区学校開放運営委員会」はこれらの活動を支えるため、地味な活動ですが学校とチ

ームや団体、チームや団体間同士の連絡や調整を担っています。所沢泉ドルフィンズや前号紹介の泉ホワイトイーグル

スが泉小の施設を使って練習し、立派な成績を挙げられるのも「学校開放運営委員会」の支えがあるからこそです。 

 

 

3 月 12 日（土）山口まちづくりセンターで吾妻・山口合同認知症サポーター養成講座/迷い人声かけ運動が開

催されました（主催：山口地域包括支援センター・吾妻地域包括支援センター、協賛：山口まちづくり推進協議会

地域福祉部会、協力：山口自治連合会、山口まちづくり推進協議会広報委員会、山口地区迷い人声かけ運動ビデオ

班、認知症所沢家族の会）。” 

「はじめよう 温かい声かけ”～本人にも・家族にも～ 」をテーマに講演会を行い、人数制限のもと 48 名が

参加しました。講師の森本剛さんは認知症所沢家族の会（お問い合わせ 090-1435-3028［森本］）の代表で、

自身の認知症のご家族との関わりから、認知症に関する活動を開始されました。講演会は、まず森本剛さんにご講

演いただき、吾妻・山口地域包括支援センターの皆さんに「道に迷ったフネさん」の寸劇をいただき、認知症ご本 

人・家族からの心のメッセージを紹

介、そして、認知症とともに生きる

希望宣言をしました。 

2020年の 65 歳以上の高齢者の

6 人に 1人が認知症と推計されてい

ます。認知症は他人事ではなく、ま

た、認知症の人が何を望んでいるの

か共に考えながら生きていくことの

大切さを知る機会となりました。 講師：森本 剛さん 認知症所沢家族の会代表。 寸劇：道に迷ったフネさん 地域包括の皆さん。 

 

 

山口まちづくり推進協議会福祉部

会では、“人にやさしいまちづくり”

を実践するにあたり、まず第一歩と

して目にみえる行動「ベンチプロジ

ェクト」をスタートさせました。バ

ス待ち高齢者、買い物途中の方、身

体的ハンディーを持った方など “チ

ョット一休み”の場として利用でき

る“ベンチ”の設置を開始しました。 

「山口を考える会」のメンバー、 
上山口バス停：座っているのは設置に関
わったベンチプロジェクトの皆さんです。 

遊園地西駅バス停：市が「人を中心にした
マチづくり」の一環として設置しました。 

民生委員の方々の協力を得てまちづくりセンターに地図を掲示、来場者に “チョット疲れた、一息入れたい、腰

を下ろすベンチなどあれば“ と思った場所を選定・記入していただき、相当の数がリストアップされました。希

「人にやさしいまちづくり」が進行中 バス停ベンチが増えています 

 

吾妻・山口合同で認知症サポート養成講座/迷い人声かけ運動を開催 

祝 健闘 「所沢泉ドルフィンズ」全国ミニバスケットボール大会出場 
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望を全て実現できるとは限りませんが「プロジェクトチーム」で選択し、順次設置して行きます。 

地域有志の方々の協力もあり、「手作りベンチ」「手持ちベンチ」の提供などもいただきました。また、「広報と

ころざわ令和４年４月号」に掲載された所沢市の令和４年度施政方針の中にも「人を中心にしたマチづくり」を実

現するために市内 100 か所のベンチ設置を目指すと謳われています。ベンチ設置を手がかりに地域活動の輪が

徐々に広がりつつあることを実感しております。 

 

 

 

 

所沢市自治連合会では、子どもたちにも自治会・町内会の活動を知っても

らい、また身近に感じてもらうため、市内の小学校４～６年生を対象に自治

会・町内会の活動をテーマにしたポスターを募集しました。 

応募作品は全部で 195点、各地区の自治連合会長が優秀作品を選定しま

したが、応募作品はいずれも力作ばかりで、選考は困難を極めたそうです。

山口地区からも大勢の小学生が応募し、４作品が優秀作品に選ばれました。 

全応募作品は１月 14日～20日に市民ホール（市役所玄関ホール）で、

また優秀作品は２月14日～20日にこどもと福祉の未来館で展示されまし

た。（所沢市自治連合会発行の「自治連ところざわ第 44 号」に優秀作品な

どの詳しい内容が掲載されています） 
どの作品も力作ばかり、夏祭りへの期待
が多いのは子どもたちの素直な気持ち？ 

 

 

山口地区自治連合会は、少しでも地元の教育活動を支援したいとの思いから、昨年度に引き続き、令和 3 年度も

山口地区の小中学校へ寄付をさせていただきました。各校５万円を上限とし、それぞれ必要とされる物品や消耗品

の購入に充てていただきました。 

 

 

 

 

子育て地蔵尊を調べるとその土地に伝わる悲話や珍しい伝説に出会えます。柳瀬川沿い久米にある長久寺（時宗）

は花向山常行院「長久寺」と云い、元弘元年（1331）鎌倉時代末期の開山です。子育て地蔵尊として名高く、珍

しい地蔵尊があります。すわぶき咳（せき）からきている名で、親しみを込め「おしゃびき様」と呼ばれる六体の

首無し地蔵です。どうにも咳が止まらず、首が落ちる位に痛かった人がその咳を止めるため、初めから首のない六

体の首なし地蔵を祀って祈願したら治ったと言う伝えがあります。咳がどうにも止まらないとき、地蔵様のたすき

を戴いて、子供の身に着け願（がん）をかけ、治ると新しいたすきを足してお礼に来ていたそうです。スワブクと

いう方言は咳が出ることを意味し、百日咳や風邪などにかかっても首がないので咳が出ないというご利益ありと伝

えられていたそうです。そういえば現代でも喉（のど）を冷やさないように包帯やガーゼを使うことがあります。 
   

寿和婦貴（すわぶき）地蔵堂 堂内には六体の（首なし）地蔵菩薩が祀られています。 

この地は旧鎌倉街道に面し周囲に

は歴史上興味深い所が多くありま

す。 

ふるさとの伝承や見所を訪ね、再

発見にしばらく旧街道沿いを行った

り来たりしてみます。所沢村にも（す

わぶき）地蔵尊、旧鎌倉街道沿い 久

米と所沢（峰の坂）の関係をお楽し

みに！（神藤年三氏寄稿） 旧鎌倉街道に面した長久寺。 子育て地蔵菩薩尊。 

所沢市自治連合会開催の「自治会・町内会加入促進ポスター展」 
山口地区からも大勢の小学生が応募 

シリーズ(52) 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

寿和婦貴（すわぶき）地蔵尊 柳瀬川沿い（山口から久米へ「昔も今も変わらぬ思いやり」 

山口地区自治連合会から山口地区の小中学校へ寄付 
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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・山口まちづくり

センター 

日時 

 

場所 

内容 

５月 11 日、６月１日、７月６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、詳細はお問合わせください。 

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：５月７日、14 日、21 日、28 日、６月４日、11 日、18 日、25 日、

７月２日、９日、16 日、23 日（第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 

おはなし会：５月７日、６月４日、７月２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、詳細はお問合わせください。 

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 

内容 

 

５月 13 日、27 日、６月 10 日、24 日、７月

８日、22 日（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 40 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 

 
場合によっては中止となります、詳細はお問合わせください。 

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 

５月 18 日（水）、６月 17 日（金）、７月 20

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。 

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 

５月 14 日, 28日、６月 11 日, 25日、７月９日、

23 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 

５月 18 日（水）、６月５日（日）、７月 20

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） 

場合によっては中止となります、詳細はお問合わせください。 

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。 

 

 

 

 

編 集 後 記 

山口まちづくり
推進協議会 

今春は多くの方からみつこ桜の開花情報をいただき、３月 30
日に行ったときはちょうど満開、十分に堪能しました。その昔、
みつこさんが丹精込めて育てた１本の山桜、長い年月を経てこ
んなにも立派な大木となり、大勢の人たちを楽しませています。
御本人が知ったらさぞかし喜ぶことでしょう。（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 

山口まちづくりセンターでは、３月31日付で神山 幸子さんが退職され、青木 陽平さんが異動となりました。日頃いろい

ろとお世話になり、ありがとうございました。  

４月１日から、加藤 俊也さん、中島 桂子さんが着任しました。よろしくお願い致します。 

山口地区環境推進員協議会からのお知らせ 
・令和４年度の「環境美化の日」は５月 29 日（日）と 11 月６日（日）です。市内全域で一斉美化清掃活動が
実施されます。ぜひ御参加下さい。なお、活動への参加/不参加は各自治会・町内会の判断に委ねられていま
す。新型コロナウィルス感染防止のため、密を避け、マスクの着用をお願いします。また、ごみは直接手で触
らぬようにして下さい。 

・令和４年度の「もったいない市」、山口地区は春季６月 26 日（日）と秋季 10 月 16日（日）に山口まちづく
りセンターで開催されます。ぜひご利用下さい。各家庭で不用となった衣料品や陶磁器をお持ちいただくとと
もに、再使用できるものは展示され、気に入った物があれば無料でお持ち帰りできます。 
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