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埼玉県教育委員会は、学校におけるさまざまな活動について、ボランティ

アで活動する組織を「学校応援団」と名付け、組織づくりを推進しています。 

椿峰小の学校応援団（平成 19 年発足）は、「読み聞かせ」「図書工作」

「子ども見守り隊」など 13 の応援団で組織され、卒業生・保護者・地域

の方たち約 130 名が応援団員として活動をしています。 

今年度は、特に功績が優れた自主防犯活動団体として埼玉県防犯のまち

づくり推進会議（会長:上田清司埼玉県知事）から感謝状が贈呈されました。

対象となったのは、長年、登下校時の１年生の見守りを続けてきた「子ど

も見守り隊」の活動です。 「児童を安全に」 子ども見守り隊 

団員の登録は随時受け付けています。椿峰小学校応援団事務局（04－2948－6601）へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

コース別に入念な打ち合
わせ（撮影：上山口中PTA） 

7 月 21 日(木)に山口中学校区、22 日(金)に

上山口中学校区の安全・安心な学校と地域づく

り推進支部主催のパトロールが実施されました。 

子どもたちが安全で安心して暮らせる地域社

会を継続していくために、とても重要な取り組

みの一つになっています。また、学校・地域・

家庭が一緒に歩くことで得る情報は今後の活動

にも役立っています。最も手軽に、そして誰で

も参加できるパトロール活動の輪をこれからも

広げていきましょう。 
雨の日は自分たちの安全も守りながら行
動しましょう（撮影：山口中 PTA） 

 

 

 

 

それぞれに特色のある山口地区の夏祭り、今年もまた、楽しそうな子どもたちでいっぱいでした。これも、早い

時期から熱心に準備を進めてきた自治会・町内会の皆さんや当日汗だくで交通整理にあたる交通安全協会山口支部

の皆さんをはじめ、大勢の人たちのおかげです。 

（日程の都合で今号に掲載できなかった８月開催の夏祭りは、今年もまた山口地区文化祭で紹介する予定です。） 

大鐘：神輿巡行の後は手作りゲームで
楽しみました 

堀口：子供 6人で頑張りました 仲間が
増えるといいね！ 

新堀：賑やかに本祭り懇親会 お疲れ様
でした 

今年も楽しく山口の夏祭り 
自治会･町内会をはじめ大勢の人たちが準備を進めました 

祝 活躍する「椿峰小 学校応援団」 
埼玉県防犯のまちづくり推進会議から感謝状が贈呈されました 
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平成２８年８月３１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  

みんなで参加 ～安全安心のまちづくりは から～ 
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堀之内：笹飾りを作るのは毎年長生クラブ
の担当 

菩提樹：浴衣姿の子どもたち 輪に入っ
て盆踊り（撮影：菩提樹自治会） 

椿峰：和太鼓演奏 いつの間にか周りに
は大きな人の輪ができました 

氷川：ドーンと響く勇壮な和太鼓も祭りの
メインの一つ 

梨ノ木戸２号団地：路地裏で夕涼み会 
皆が集まり和やかな雰囲気です 

町谷：地域の絆を広げる自治会・町内会
夏祭りも活動のひとつです 

 

 

 

平成 24 年 12 月に発足した「山口まちづくり推進協議会」は、４年目を迎えています。平成 28 年度の組織構

成は図のようになっています。登録団体は、発足後、一部増減と部会間の異動があり、現在は 33 団体です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度 山口まちづくり推進協議会の組織構成 

監 査 

監事 勝呂一夫 
黒田信幸 

事案調整会議 

広報委員会 

委員長 
 新居亨一 

 

役  員 

会 長（１名）：本橋源一        会 計（１名）：古賀健護 
副会長（2 名）：森田仁 青木照子    監 事（２名）：勝呂一夫 黒田信幸 
事務局長（１名）：岡部満男 

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） 

運 営 会 議 

事務局 

事務局長 
岡部満男 

全 体 会 議 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ部会〔部会長 黒田訓光〕：山口地区自治連合会 

地域安全部会〔部会長 藤井昇〕：①所沢市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 毛利吉成〕：①山口地区民生委員・児童委

員協議会 ②所沢市社会福祉協議会山口支部 ③山口地区母子愛育班 

④山口ふれあいの会 ⑤山口地区長生クラブ連合会 ⑥山口婦人会 

青少年育成部会〔部会長 長谷川真弓〕：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泉小学校区こども会育成会 ⑨所沢地区更生保護女性会

山口支部 ⑩山口中学校愛校会 

地域環境部会〔部会長 鈴木良一〕：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 長谷川秀夫〕：①所沢市体育協会山口支部 

②山口地区学校開放運営委員会 ③山口公民館利用サークル連絡協

議会 ④山口郷土民俗資料保存会 ⑤山口民踊レクリェーションクラブ 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

 

 

 

 

 

 

 ６月 19 日（日）、恒例とな

った山口民俗資料館の勉強会

が開かれました。演題は「山口

城址は私達に何を語るか」、講

師は所沢市埋蔵文化財調査セ

ンターの安藤隆先生です。 

座学の後、10 回にも及ぶ発

掘調査が行われた現場を巡り、

中世に築かれた堀跡や、古墳時 遠い昔を偲びながら説明を聞く 

「柳瀬川の最上流をきれい

にする会」は、昨年から柳瀬

川最上流域に蛍を呼び戻す活

動を進めています。 

６月17日(金)と18日(土)

には鑑賞会が開かれ、訪れた 
募金も行っ
ています 

人たちは幻想的な蛍の舞を楽しみました。

長年、埼玉県や地元の小中学校などと協力

しながら続けてきた自然環境再生活動が実

を結びつつあります。 

代から江戸時代にいたる様々な埋蔵遺跡について学びました。普段よ

く見慣れた場所ですが、思わぬ発見がたくさんありました。 

 

 

 

大鐘地区は柳瀬川の最上流に位置し、現在でも田んぼが残っていますが、稲作が盛んだった江戸時代の初期はど

うだったのでしょうか。天正 19 年 5 月 30 日（1591）家康が定めた、知行宛行状（ﾁｷﾞｮｳｱﾃｶﾞｲｼﾞｮｳ）による

と、地頭 武蔵孫之丞秀貞 250 石（山口之内大鐘村 95.4 三ケ嶋村之内 106.9 山口新井村 47.6）とあり、

大鐘村は豊富な米の産地であったことが分ります。 

一方、勝楽寺村は地頭の 糟屋与兵衛 200 石（箱根ヶ崎・村山之内殿ヶ谷）とありますが、謎が多い人物で途

中 国替、家康に仕え日光東照宮をみた説もあるが定かでありません。勝楽寺村に着任していた糟屋新三郎勝忠と

ういう人は、相模の出身で北条氏に仕えていましたが、北条氏滅亡後は徳川氏に仕えました。「寛政重修諸家譜」 

には記載がありませんが、勝楽寺に土着して、織物、農業などの振興に功績

をあげたとされています。（糟屋家の祖先ではないかと思われます）。 

米や織物、物資の流通路は、大鐘、勝楽寺を通じ、南西は武蔵村山中藤、

横田、青梅街道や日光街道、北東方面は新堀、所沢、川越、江戸とつながっ

ていました。暮らしの連絡道が開かれ、往来が盛んになるにつれて、狭山丘

陵を超える南北の道は「山口街道」と呼ばれたそうです。 

山口の沿道には荷物を運ぶ馬や農耕馬を供養した馬頭観音塔などが数々

みられます。かつては、旅人や馬方さんのお休み処「山口街道」（ﾔﾏｸﾞﾁｹｲﾄﾞ

ｰと呼ばれた）という酒屋があり、好みの茶碗酒や飲み物を買い、竹筒に入

れて峠越えをしたそうです。 
勝楽寺への道 

江戸初期には、既に大鐘村という地名は存在していました。調べを進めると色々なことが解ってきました。 
次回は鐘を探る、なぜ埋めたのか？ 延久の鐘（1071）平安・鎌倉以前にさかのぼる！ 

 

 

 

 

 

 

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・山口公民館 

日時 

 

場所 

内容 

９月７日（第１水曜日）、10 月５日（第１水曜日）、

11 月９日（第２水曜日）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター 

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 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

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・山口公民館 

日時 

 

 

 

場所 

本の貸し出し：９月３日、10 日、17 日、24 日、10 月１日、８日、15 日、22

日、11 月 12 日、19 日、26 日（原則毎月第 1 週～第 4 週の土曜日、11 月５日は

お休み）午前 10 時～12 時 おはなし会：９月３日、10 月１日 午前 11 時～ 

大おはなし会：11 月 12 日、午後２時～ 

山口まちづくりセンター 

こども囲碁教室 
共催：山口囲碁クラブ・山

口公民館 

日時 

 

場所 

９月３日, 17 日, 10 月１日, 15 日, 11 月 12

日, 19 日(それぞれ土曜日)午前 9 時～11 時 

山口まちづくりセンター 

対 象 

申込み 

参加費 

小学生・中学生 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

シリーズ⑱ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！大鐘 その２ 

大鐘にも「車いすステーション」がオープン ― 町谷、大鐘に続き拡大予定 ― 
詳細は、所沢市社会福祉協議会地域福祉推進課（Tel：2925-0041）にお問合せ下さい。 

今年も柳瀬川最上流域で

蛍の舞い 
民俗資料館勉強会 山口城の堀跡を探索 
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ツキイチ交流会フィーカ 
 
 
 
 
 
 
主催：山口公民館 

日時 

 

 

場所 

内容 

９月８日、10 月 20 日（第３木曜日）、11 月

10 日（原則第２木曜日）いずれも午前 10 時

30 分～  

山口まちづくりセンター 

対 象 

 

子育て中の保護者。子ども

連れでも大丈夫！（ただし

保育はありません） 

子育て中の方なら、どなたでも参加できるフリースペース。情報交換の場として、お

おいにご活用下さい。上記内容に加えて次の企画もあります。 

10 月 20 日：「交流会～和の心・抹茶をカジュアルに楽しもう～」 

11 月 10 日：「小児医療についてのお話・相談会」 

おしゃべり健康サロン 
 

共催：保健センター健康づ

くり支援課・山口公民館 

日時 

 

場所 

内容 

９月 14 日、10 月 12 日、11 月９日（第 2 水曜

日）午前 10 時～12 時 受付は 9 時 30 分～ 

山口まちづくりセンター 

ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など 

・体操があるので飲み物をご持参下

さい。 

問合せ 保健センター健康づくり

支援課（℡2991-1813） 

出張健康相談 
 

主催：保健センター健康づ

くり支援課 

日時 

 

場所 

内容 

９月 14 日、10 月はお休み、11 月９日（奇数

月第２水曜日）午後１時 30 分～3 時（受付） 

山口まちづくりセンター 

問合せ 保健センター健康づくり

支援課（℡2991-1813） 

保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定 

山口とこしゃんくらぶ 
 
 
 
共催：山口地域包括支援セ

ンター・山口公民館 

日時 

 

 

場所 

内容 

９月９日、23 日、10 月 14 日、28 日、11

月 11 日、２5 日（第 2、第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 

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。 

申込み 

問合せ 

 

参加費 

持ち物 

不要 どなたでも大歓迎！ 

山口地域包括支援センター

（℡2928-7525） 

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：山口公民館 

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 

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 

当日、直接お越し下さい。 

100 円（当日いただきま

す） 

図書館おはなし会 
 

 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

 

内容 

９月 10 日、24 日、10 月８日、22 日、11 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 

11 月 26 日は「図書館まつり」おはなし会スペ

シャル 

対 象 

 

問合せ 

3 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 

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 

11 月 16 日は「図書館まつり」親子おはなし会

スペシャル 

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） 

場所 いずれも所沢図書館椿峰分館 

山口地区ふれあいスポー
ツ大会 
主催：所沢市体育協会山口

支部 

日時 

場所 

内容 

10 月２日（日）午前９時～12 時（予定） 

山口中学校体育館 

ロープ、ボール、リングなどを使いレクリェー

ション感覚で身体を動かし、楽しさを味わう。 

従来の「山口地区親睦ミニ運動会」

に替わるものです。詳細は、別途回

覧される案内をご覧下さい。 

第 58 回山口地区文化祭 
 

主催：山口地区文化祭実行

委員会 

日時 

場所 

11 月 5 日（土）～６日（日） 

山口まちづくりセンター 

 

募集 俳句５句まで 季題「神無月」、「稲妻」、「松茸」、川柳３句、自由題 

受付：９月３日(土)～30 日(金)  投句先/応募用紙請求先：山口まちづくりセンター 

山口郷土民俗資料館  
勉強会 
 
 
 
主催：山口郷土民俗資料館 

日時 

 

内容 

場所 

９月 25 日（日）午前 10 時～12 時 受付は９

時 30 分～ 

「新田義貞 鎌倉攻めの道－所沢から鎌倉へ」 

山口まちづくりセンター ホール 

参加費 

講 師 

申込み 

300 円（資料代など） 

広沢謙一氏 

予約不要。当日、直接お越

し下さい。 

予告：11 月 25 日（金）に９月勉強会の現地研修バス旅行を実施予定。問合せ：民俗資料館

(Tel：2922-2004 開館日は第 1・３日曜日、第２・４木曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時) 

 

編 集 後 記 

今年は、町谷の写真（２面）のように、いくつかの夏祭り会場

で山口地区自治連合会ののぼり旗が立ちました。夏祭りは、自治

会・町内会が中心となって、地域の皆さんが楽しめるよう企画・

実行されています。これを機会に自治会・町内会の活動に対する 

理解が深まり、地域の絆が広がると良いですね。 

広報委員：新居亨一（地域環境部会）、神藤年三（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ部

会）、前田克夫（地域福祉部会）、川崎幸美（青少年育成部会）、

遠藤健志（学習文化部会） 
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