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山口まちづくり推進協議会では 5月 21日（土）に令和４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イルスの感染拡大防止の観点から書面表決（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３年度事業報告について」、議案第 2号「令和３年度決算報告及び監

査報告について」、議案第３号「令和４年度事業計画(案)について」、議案第４号「令和４年度予算(案)について」）

が原案通り承認されました。 

令和４年度の体制と主な事業予定は下図の通りです。役員改選の年ではありませんが、一部変更（青文字）があ

りました。引き続き山口地区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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 各部会・委員会の主な事業予定 

地域振興部会 
 

地域安全部会 
 

地域福祉部会 
 

青少年育成部会 
 

山口地区新春のつどい 
自治会加入促進 

山口地区安全安心推進大会 
青パト防犯パトロール 

敬老会 
迷い人声かけ運動 

二十歳のつどい 
学校・地域団体との連携事業 

地域環境部会 
 

学習文化部会 
 
 
 

広報委員会 

狭山丘陵清掃・柳瀬川清掃 
環境講演会 

山口地区文化祭 
山口民俗講座・山口歴史さんぽ 
グラウンドゴルフ大会・ふれあいウォーキ
ング大会 

広報紙「さわやか」発行 

 

¥ 

令和４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 

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 柳瀬圭子〕：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〔副部会長 中村正〕：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 

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 １名欠員   監 事（２名）：岡部満男 仲法寛 
事務局長（１名）：高杉修 

 

 

 

山口まちづくり推進協議会だより 第５４号 
 

令和４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  

 

 

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） 

事案調整会議 

広報委員会 

〔委員長 新居亨一〕 監 査 

全 体 会 議 

事 務 局 

運 営 会 議 

【令和４年度の体制】 
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団体の部 優良賞 大鐘自治会（代表者 林 俊二会長） 

ところバス停でバス待ちの方々に利用していただくため、一休みできることを目的に自治会と民生委員、福祉サ

ポーター共同で手作りベンチを設置。地権者の協力も得て、材料購入から製作まですべて手作りで完成させました。 

個人の部 自治功労賞（会長６年以上）：林 俊二（大鐘自治会）                             （敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 29 日（日）雲一つない青空の下、市内一斉に春の「環境美化の日」の清掃活動が行われました。（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）コロナ禍のため実施するか否かは各自治会・町内会の

判断に委ねられましたが、山口地区ではほとんどの自治会・町内会が活動に参加し、道路、公園、水路などを清掃

しました。子どもたちも大勢参加しました。 

一斉清掃でまちが綺麗になると、ごみのポイ捨てが減る、大雨時の浸水防止になるなどの効果があります。また、

一斉清掃活動は、ご近所同士のコミュニケーションの場として、子どもたちの環境教育の場として期待ができます。 

マスクと手袋、コロナ対策もバッチリです。 公園の茂みの中まで綺麗になりました。 これから町内会館広場の清掃を始めます。 

 

 

「子どもとちょっと出かけたい。でも、どこに行こうかな？」と思ったこ

とはありませんか。山口子育てネットワーク※では、そんなお母さん、お父

さんのための『やまぐち子育てマップ』を作りました。山口全域の公園、赤

ちゃんの駅、児童館、図書館の案内のほか、親子ふれあい体操（年齢別）の

案内、子育てに関する相談機関の情報を載せています。 

子育てをしていると日々小さな不安や心配事が出てきます。私たちは、そ

んな子育て世代のための情報提供とともに、誰かとつながり、安心して楽し

く子育てする手助けをしていきたいと願っています。まちづくりセンター、

コミュニティ会館などで『やまぐち子育てマップ』を手に取ってみて下さい。 

※ 山口子育てネットワークは、令和３年４月に山口地区で子育てをしている方た
ちのために設立されました。所沢市社会福祉協議会、所沢市保健センター健康
づくり支援課、NPO 法人「つばきのわ」、主任児童委員で構成され、山口まちづく
り推進協議会地域福祉部会も協力しています。 折りたためば手のひらサイズ、嵩張りません。 

 

 

５月９日（月）、山口ベンチプロジェクト※※のメンバーが中心となって「山口ときめきウォーキング」を企画・

開催、当初の見込みをはるかに超える 36 名が参加しました。（主催：山口を考える会、山口地域包括支援センタ

ー、共催：山口まちづくりセンター、山口まちづくり推進協議会学習文化部会） 

最初にベンチを設置したところバスの山口城址バス停（サンキ前）からスタートし、海蔵寺、桜淵延命地蔵、と

ことこガーデンに登録された２軒のお宅を巡りました。途中、民俗資料館バス停では何人かの方がベンチに腰掛け

春の「環境美化の日」 雲一つない青空の下 心地よい汗をかきまました 

 

今年度の山口地区自主防災訓練は ９月３日(土) に実施予定 
最終判断は８月１日時点の新型コロナウイルスの感染状況によります 

近年急増する豪雨災害、山口地区も他人事ではありません 備えあれば憂いなし ぜひ御参加下さい 

「山口ときめきウォーキング」花と山口の史跡巡りを楽しみました 

 

子育て世代の必要情報を満載『やまぐち子育てマップ』ができました 

祝 表彰 令和４年度 所沢市自治連合会表彰 
山口地区から 1 団体と１名が表彰されました 
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てバスを待っていました。活動の成果が目に見えるのは嬉しいことです。 

海蔵寺では寺の縁起をお聞きし、また普段はめったに見ることのできない秘仏まで拝観させていただきました。

桜淵延命地蔵では、「さわやか」のシリーズ「自然と歴史」の執筆者である神藤さんからお地蔵様にまつわる民話

について解説がありました。とことこガーデンのお宅（２軒）ではちょうど見頃のバラの花を見せて頂きました。

どちらの庭も手入れが行き届き、高貴なバラの香りを楽しむことができました。 

※※ 山口ベンチプロジェクトは「人にやさしいまちづくり」を実践すべく、山口地区内のバス停などにベンチの設置を進め
ています。「さわやか」49号と 53号に関連記事があります。 

最初にベンチを設置したところバス山口
城址バス停からスタートしました。 

海蔵寺では寺の縁起をお聞きし、秘仏も
拝観させていただきました。 

桜淵延命地蔵にまつわる悲話はふるさ
と所沢の民話として知られています。 

 

 

 

多くの自治会・町内会で児童見守り隊が組織されています。そして、多く

の方々が小学生の登下校時の通学路や下校後の地域・公園などで毎日子ども

たちの安全を見守っています。 

90歳に近いという見守り隊の女性は「保護者の方たちから『ありがとう

ございます』と言っていただけると、とてもうれしく励みになります。でも

私は、子どもたちに関わることで子どもたちからエネルギーをいただいてい

るような気がしているのです。むしろ、私が感謝しています。」と語ってい

ました。見守り隊の方たちと子どもたちの間には目に見えない絆があるので

すね。 見守り隊のみなさんありがとう。 

 

 

祭りが恋しい？盆踊り講習会は大盛況。 

まちづくりセンターでは盆踊り講習会（5月 28日（土）から毎週土曜日

4回、共催：山口まちづくりセンター・山口民踊レクリエーション・山口ま

ちづくり推進協議会）が再開され、多くの人たちが練習に参加しました。 

岩崎上町では 8月 6日（土）17：00から自治会館広場で夏祭りを開催

します。コロナ禍のためやり方は例年と変わるかも知れませんが、久しぶり

に子どもたちの楽しそうな顔を見ることができそうです。それ以外の開催情

報は入っていませんが、詳細は各自治会・町内会にお問合せ下さい。 

 

 

 

 

前号でご紹介した寿和婦貴（すわぶき）地蔵尊は所沢（峰の坂）共同墓地にも祀られています。久米と所沢（峰

の坂）は旧鎌倉街道で結ばれています、流行（はやり）やまいや生活風習など伝わっていたことが伺われます。所

沢村では三上山城守が慶長八年（1603）所沢村を開闢（かいびゃく）したと伝わっています。 

峰の坂の共同墓地は高台にあり、現

在でも 30段の階段があります。 

所沢・峰の坂地蔵堂『寿和婦貴』（す

わぶき）首なしの地蔵尊は親しみをこ

め「おしゃびき」様とも呼ばれていま

す。（書によると首なし地蔵とだけ紹

介されている場合がありますが、本来

は「すわぶき咳（せき）」を止めるこ

とを願い、首がなかったら楽になれる 30段の階段 地蔵堂 始めから首なしの地蔵尊 

今夏は夏祭りの賑わいが戻りそうです 岩崎上町で開催 

シリーズ(53) 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

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 

子どもたちの通学を安全に 見守り隊の方たちの願いです 
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と地蔵様に願った意味があります）現在は殆ど知られていません。 

健脚の方は山口から東川沿いに歩くことができます。西所沢駅から東川沿いに散策して、峰の坂にある「道灌だ

んご」の歴史ある武蔵屋さんへ立ち寄り、所沢神明社（宮本町）を訪れるコースもお勧めです。近くには奈良時代

（710～794）開基？の新光寺や弘法大師「空海」が立ち寄ったかも知れない河原宿があります。三ツ井戸伝説

からしても、この辺りは弘仁 11年（820）「空海」東廻りの地であり随所に古い時代の歴史や云われがあります。 

山口～久米～所沢と廻ってきましたが、次回からも更に柳瀬川沿いを歩いて、見処などその土地に伝わることな

ど紹介します。お楽しみに！                              （神藤年三氏寄稿） 

 

 

 

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 

７月６日、８月３日、９月７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：７月２日、９日、16 日、23日、８月６日、13 日、20 日、27 日、

９月３日、10 日、17 日、24 日（第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 
おはなし会：７月２日、８月はお休み、９月３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 
内容 

 

７月８日、22 日（第 2、４金曜日）、８月はお

休み、９月９日、30 日（※9 月は第 2、5週） 
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）→ 定員に

達したため募集はしておりません。 
問合せ 

 
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、詳細はお問合わせ下さい。 

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 

７月 20 日（水）、８月 19 日（金）、９月 21

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。 

山口の民俗講座 山口
(所沢)の米作り、日本の
米作り 
 
共催：山口まちづくり推進

協議会、山口まちづくりセ
ンター 

日時 

 
内容 

 
 

場所 
講師 

８月２６日（金） 

午後２時～ 開場午後１時３０分～ 
米作りを通して日本の文化、郷土所沢の文化に

ついて学ぶ。記録映画「日本の稲作-そのここ
ろと伝統-」（1974 年 英映画社）を上映。 

山口まちづくりセンター（ホール） 
大舘勝治氏（さいたま民俗文化研究所所長） 

申込み 

 
 

参加費 

７月５日(火)午前９時～ 

山口まちづくりセンター
（℡2924-1224） 

無料（定員 90 名） 

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９日、23 日、８月 13 日、27 日、９月

10、24 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 20 日（水）、８月７日（日）、９月 21

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、詳細はお問合わせ下さい。 

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 

コロナ禍で夏祭りの中止が続きましたが、今年は岩崎上町で開催するとの
情報が入りました。夏祭りは子どもたちにとって楽しい思い出作りの場、
大人になってからも一緒に行った友だちのこと、夜店に並んで食べた綿あ
めの味など、懐かしく思い出すことでしょう。コロナ感染防止のために何
かと制約があり、役員の皆さんのご苦労は多いと思いますが、ぜひとも子
どもたちの喜ぶ顔を思い浮かべながら盛り上げて欲しいです。（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） 
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