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近年毎年のように全国で豪雨災害が発生しています。今年の６月には石川県能登地方で大きな地震が続きまし

た。また、それほど遠くない時期に首都直下地震や南海トラフ地震が発生するとも言われています。 

所沢は大きな災害をもたらすような豪雨や地震に遭遇していないので私たちは自然災害に疎くなっているかも

知れません。しかし、油断は禁物、山口地区には土砂災害、河川の氾濫、浸水などが想定される危険個所が少なく

ありません。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。また、災害の種類や状況により避難場所、避難所、避難方 

法が異なることを知っておくことも重要です。 

所沢市では右の「防災ガイド・避難所マップ」（最新版は

平成 31 年３月発行）及び「洪水ハザードマップ」（令和４

年 3月発行）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御 

  

一読するとともに

身近なところに保

管することをお勧

めします。また、

市のホームページ

にも最新防災情報

が載っているので

参考になります。 

 

 

 

 

6月 26日（日）、コロナ禍で中止が続いた「もったいない市」が 3年ぶ

りに山口まちづくりセンターで開催されました。（主催：所沢市 協力：山

口地区環境推進員協議会） 

コロナ禍、酷暑、３年間の空白という厳しい状況下での開催となり、準備

も大変でしたが開けてみれば大盛況、219 名の市民の皆さんが不要になっ

た古着・古布・陶磁器を持ち込みました。 

会場では赤い帽子やベストを着用した環境推進員とこの日のために特別

参加したボランティアがそれぞれの持ち場に立ち、車の誘導、受付、受取り、

計量、運搬、仕分けなどの作業を手際よく行いました。 コロナ対策もしっかりと行いました。 

再使用可能として持ち込まれた古

着・古布は 918 ㎏、ホール内で仕

分・展示され、そのうち 510㎏を来

場者が持ち帰りました。 

来場者からは「再開して良かった」

「再開を待っていた」「助かります」

などの声が聞かれ、「もったいない

市」がごみ削減のための行事として

定着し、期待されていることが伺わ

れました。 
陶磁器も大量に集まり、急遽展示場所を

増設しました。 

衣料品は選びやすいよう、展示方法に工

夫が凝らしてあります。 
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回 覧  

今年度の山口地区自主防災訓練は ９月３日(土) に実施 
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。 

３年ぶりに「もったいない市」を開催 大盛況でした 
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6月 5日（日）、「菩提樹田んぼの会」の田植えが行われました。会では例年、コシヒカリ、アキニシキ、ムサシ

モチの三種類のお米を作っています。昨年はコロナ禍のため子どもたちは参加しませんでしたが、今年は子どもた

ちも加わり、総勢 30名程が参加しました。朝は雨が降り天候が危ぶまれましたが、田植えの時間になるとお日様

が顔を出し、皆マスク姿ながら老若男女が歳を忘れて泥まみれになり、心地よい汗を流しました。 

筆者も飛び入り参加し、人生で初めて田植えに挑戦しましたが、なかなか

足が抜けず、田植えの大変さを実感するとともに、田植えの面白さを体感で

きました。田植えの後は、美味しいお赤飯と豚汁を御馳走になり、今から秋 

子どもたちも田んぼに入り楽しそうでした。 

の収穫が楽しみです。 

添付のQRコードから、会のフェイスブ

ックや「菩提樹田んぼ物語」（制作：朝川

博明）のユーチューブが閲覧できます。詩

情豊かな菩提樹田んぼの四季の移ろいを

お楽しみ下さい。 
菩提樹田んぼの会 

フェイスブック 
菩提樹田んぼ物語 

ユーチューブ 

 

 

 

6月 11日（土）、梅雨の合間の曇天下、大鐘の田んぼで「上山口地域ふるさと創生」を進める会の田植えが行 

われ、会員をはじめ藤本市長と市職員有志など 40 名近くが参加しました。 

堀口天満天神社周辺里山保全地域内に位置するこの田んぼは、菩提樹田ん

ぼとともに所沢市内に残る数少ない田んぼのひとつです。昨年度は市の支援

を受けて公有地化され、倉庫やトイレも整備されました。 

田植えは手間のかかる共同作業です。苗の束を畔から田の中に放り投げ、

それを拾って数本ずつに分け等間隔に張った紐に沿って手植えをしていき

ます。その際、苗が浮かび上がらないよう、根元をしっかりと土の中に埋め

ていかなければなりません。また、菩提樹田んぼも同様でしたが、その年の

気候や地温によって事前に田んぼの水の張り方を変えるそうです。 

午後には、今年から新たに始めた堀口の田んぼでも田植えを行いました。 
泥に足を捕られながらも丁寧に手植えを
しました。 

 

 

６月 25 日（土）、猛暑の中、３年ぶりに菩提樹池のかいぼりが行われ、

50 名近くの人たちが参加しました（主催：所沢市）。菩提樹池のかいぼり

は「菩提樹池と周辺の緑を守る協定書」の協定７団体（菩提樹池愛好会、山

口の自然に親しむ会、菩提樹田んぼの会、公益財団法人トトロのふるさと基

金、西武鉄道株式会社、所沢市、埼玉県）及び所沢市消防団第７分団、早稲

田大学と東京学芸大学の学生などにより実施されてきました。 

腰下まで泥に漬かっての重労働ですが、30分毎に休憩を取りながら池に

溜まった泥を掻き出しました。事前の生物調査ではアメリカザリガニ、カエ

ル、カメ、ドジョウなど多様な生物が確認されました。 かいぼりは米作りに欠かせない作業でした。 

 

 

 

 

７月１０日（日）、「柳瀬川の最上流をきれ

いにする会」による柳瀬川の清掃が行われ、

上山口中の生徒総勢 30名たちと PTAも参

加しました。 

雨上がりの後だったため、枯れ草など、大

量のごみを拾い集めました。 

最近、柳瀬川でナマズらしい魚をみたとの

話を聞いたので散策しながら川を歩いてき

ましたが、残念ながら見つけることはできま

梅雨の合間の晴れた日の

6月 19日（日）、狭山湖運

動場で 83 名が参加し、所

沢市スポーツ協会山口支部

主催のグラウンドゴルフ大

会が開催されました。 

グラウンドの状態も良

く、また参加賞ありホール

インワン賞もありで、風が 青空の下、風も爽やか、気分も爽快。 

新緑の里山に囲まれて 「菩提樹田んぼの会」が田植え 

上山口では「上山口地域ふるさと創生」を進める会が田植え 

梅雨の合間にグラウンドゴルフ大会 

泥と汗にまみれて ３年ぶりに菩提樹池のかいぼりを実施 

柳瀬川にナマズ !? 
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せんでした。 

次は９月 11日（日）に川の清掃が予定さ

れています。いつかは遭遇できるかな。 

さわやかに吹く、梅雨の合間の楽しいひと時となりました。 

スポーツ協会や役員の皆さんには早朝よりグラウンド作りをして

いただき、ありがとうございました。 

 

 

 

青パトには実施者証所持者１名以上
の乗車が義務付けられています。 

６月 24日（金）、まちづくりセンターで青パト※）講習会が実施され、31

名が受講しました。（主催：山口まちづくり推進協議会地域安全部会） 

山口地区の青パトは平成 30年の運用開始以来今年で５年目に入り、実施

者証所持者は累積で 135名になりました。安全協会員・防犯推進員をはじ

め町内会のボランティアの方々が持ち回りで、毎週１回、安全・安心なまち

づくりを目指して山口地区の隅々までパトロールを実施しています。 

※青パト：正式名称は青色回転灯装着パトロール車 

 

 

 

 

柳瀬川のほとり北秋津にある持明院の南あたり、昔から曼荼羅淵（まんだらぶち）と呼

ばれる深い淵があります。ここに住む河童は毎年夏になると川底から続く穴を通って笹井

（狭山市水野）や伊草（比企郡川島町）に住む河童に贈り物を届けていたそうです。その

贈り物とは人間の肝だったそうです。毎年夏になると川に水浴びにくる人間をおそって肝

を抜いていましたが、その話が広まると、もう誰もこの淵に近づかなくなりました。 

持明院の庚申塔。 

ある日のこと、久米に住んでいる一人の馬方が川岸の草むらに馬をつ

ないでいたそうです。すると突然、馬の悲鳴が聞こえ驚いた馬方が駆け

つけてみると、馬の腹に河童が食いついていたそうです。人間の肝が手

に入らず困りはてた河童は馬の肝をとろうとしたのでした。 

とうとう捕まってしまった河童は持明院に連れて行かれ、お坊さんに

懇々と説教されて、二度とこの土地の人に悪いことをしないという内容

の証文を書いてやっと許してもらえました。こうしてこの淵では河童が

悪さをすることがなくなりました。 

もう悪いことは
しません！ 

ごめんなさいー 
ごめんなさいー 
ごめんなさい 

この「河童のわび証文」は、永い

間、持明院に伝えられていたそうで

すが、残念なことに火災で焼けてし

まったそうです。現在、所沢の民話

として伝えられています。「わび証

文」見たかったですね・・・。 

川遊びや海での事故に遭わないよ

うにお互い気を付けましょう、次号

で寺の歴史など紹介します。お楽し

みに！ （寄稿 神藤年三氏） 

  

柳瀬川（二瀬橋～曼荼羅淵）巨大な鯉もいます。 

 

 

 

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 

９月７日、10 月５日、11 月９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：９月 17 日、24 日、10 月１日、８日、15 日、22 日、11 月 12

日、26 日（第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 

おはなし会：10 月１日、11 月はお休み 大おはなし会：11月 19 日午前 11 時～ 

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。 

青パト講習会を開催 山口の青パト運用は今年で5年目 

山口地区の催し物情報・参加者募集 

シリーズ(54) 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

持明院（じみょういん）の「河童のわび証文」 河童伝説 民話紹介 
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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 
 

９月９日、30 日（第 2、5 金曜日）、10 月 14
日、28 日、11 月 11 日、25 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）→ 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 

９月 21 日（水）、10月 21 日（金）、11 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。詳細はお問合せ下さい。 
山口ふれあいウォーキ
ング 
 
共催：所沢市スポーツ協会
山口支部、山口まちづくり
推進協議会 

日時 
内容 
 
 

９月２５日（日）午前９時～ 
中澤大駐車場（西武球場前駅から徒歩５分）か
ら山口まちづくりセンターまで、森と湖の山口
地区の自然と文化を体感しながら歩きます。 
お楽しみ抽選会・参加賞あり。 

申込み 
 
 
 
定 員 
参加費 

９月１日（木）～９月 18
日（日）までに 
山口まちづくりセンターへ 
（℡2924-1224） 
200 名 
無料 雨天の場合は中止となります。 

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 

日時 
 
場所 

10 月 8 日（土）13：00～ 雨天の場合は翌
日９日（日） 
瑞岩寺境内 

午前 11：00 からは岩崎弁天への参
拝があります。 

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 

日時 
場所 
内容 

10 月 16 日（日） 
山口まちづくりセンター 
再使用できる古着・古布・陶磁器の回収と展示、
展示品のなかで気に入ったものがあればお持
ち帰りできます。 

・春と秋の２回、市内全地区で開催し
ます。 
・営利を目的とした業者の入場はお断
りします。 

第 64 回山口地区文化祭 
 
主催：山口まちづくりセン
ター、山口まちづくり推進
協議会 

日時 
場所 
募集 

11 月５日（土）～６日（日） 
山口まちづくりセンター 
俳句：１人５句まで 兼題「秋風」・「冬支度」・
「木の実」 
川柳：１人３句まで 自由句 

俳句、
川柳の
申込み 

はがきか投句用紙（漢字に
はふりがな）に住所・氏名・
電話を明記して、山口まち
づくりセンターへ提出。締
切りは 10 月９日（日） 

秋の「環境美化の日」 
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 

日時 
内容 

11 月６日（日） 
市内一斉清掃 

詳細は市、自治会・町内会の回覧など
をご覧下さい。 

山口地区（秋季）グラウン
ドゴルフ大会 
主催：スポーツ協会山口支
部 共催：山口まちづくり
センター 

日時 
場所 
 

11 月 20 日（日） 
狭山湖運動場 
 

詳細は自治会・町内会の回覧などをご
覧下さい。 

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 

９月 10、24 日、10 月８日、11 日、11月
12、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 

９月 21 日（水）、10 月２日（日）、11 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） 

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。 

子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 

日本には四季があり、人々は自然の移ろいと付き合いながら米や野菜を作

り生活の糧を得てきました。また四季折々の花鳥風月を楽しむことができ

ました。夏は暑いとは言え、それでも夏の風情を楽しむ余裕がありました。

しかし、近年の記録破りの猛暑と豪雨、私たちはひたすらエアコンで涼み、

災害のニュースに息をのむばかりです。自然はいったい何に対して怒って

いるのでしょうか。私たち一人一人が怒りの原因を知り、自分のこととし

て鎮めるための行動に出なければならないと思います。（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）、濱松信勝（地

域安全部会） 
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