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山口まちづくり推進協議会が活動を始めました
広報紙「さわやか」も創刊されました

広報紙「さわやか」創刊号発行に寄せて
山口まちづくり推進協議会会長
所沢市は、第５次総合計画前期基本計画に総合的に
取り組む重点課題の一つとして「地域コミュニティの
醸成」を掲げ、地域コミュニティ活動の拠点となるよ
う平成 23 年「まちづくりセンター」を整備しました。
山口地区でも、まちづくりセンターを拠点に地域で
活動しているコミュニティ関係の各種団体等によるネ
ットワーク化を図り、新たな地域コミュニティづくり
に取り組む事となりました。
このため、平成 14 年に発足した「山口地区連絡協
議会」を発展的に解消し、平成 24 年 12 月に 31 団
体で地域住民相互の交流と親睦を図り、生活環境の改
善、文化、福祉の向上等、住み良い地域づくりと地域
住民の抱える課題に取り組む事を目指して、
「山口地区

本橋

源一

まちづくり推進協議会」をスタートさ
せました。
まちづくり推進協議会は、あらゆ
る課題に取り組めるよう「6 つの部
会」と「１つの委員会」を設置しまし
た。その委員会が「広報委員会」です。
広報紙は「さわやか」と命名されまし
た。この委員会が中心となって加入
31 団体の情報及び地域の情報を速やかに提供していき
ます。
今後は、山口地区の皆様に親しまれる情報紙「さわ
やか」として永く引き継がれ、他にない情報誌として活
躍することをお願いします。

地域の絆を紡ぐ広報紙への期待
所沢市長
山口まちづくり推進協議会の広報紙「さわやか」の発
刊、おめでとうございます。
昨年 12 月に、地域ネットワーク組織の先陣を切っ
て設立されました「山口まちづくり推進協議会」につ
いては、会長に就任されました本橋源一様を初め、山
口地区のみなさまの地域に対する深い愛情と熱意、そ
して固い団結力を感じております。
新たな組織であります、この「山口まちづくり推進協
議会」には、地域のことは地域で決めるという住民自
治を基本に、新しい価値観と行動力をもって、地域の
絆を紡いでいっていただきたいと願っております。
そのために、市といたしましても、まちづくりセンタ
ーを中心に、最大限バックアップさせていただく所存
です。
私といたしましても、「動け！所沢 紡ごう！絆」を
キーワードに、大震災のときに誰もが感じたあの思い

藤本

正人

を決して忘れず、「人と人のあり方」
「人と自然のあり方、関係性」をもう
一度紡ぎ直していこう！！そして、
「思うより、批評をするより、自ら動
く実践者となろう！！」の信念で
2,100 有余の市職員とともに新たな
日本における市民の幸せのため、力を
尽くしているところであります。
「動け！山口 紡ごう！絆」 人と人との絆、人と自
然、人と地域との関係を紡ぎなおすために、一人ひとり
が動くときではないでしょうか。
この広報紙「さわやか」が、地域のみなさまの情報共
有を進め、課題認識を深め、そして、地域の絆を紡ぐ大
きな力になることを祈念いたしまして、発刊のお祝いの
ことばとさせていただきます。
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６つの部会が活動を始めています
地域コミュニティ部会

青少年育成部会

部会長：黒田訓光
登録団体：山口地区自治連合会
活動目標：
①地域の生活上の諸問題への取り組み
②地域住民相互のふれあい・親睦
③地域の様々な情報の共有
部会長のメッセージ：当部会では、地
域のことは地域で考え自ら解決する「住民自治」の考え
に基づき、地域における課題を解決するため、自治会、
町内会を中心に、地域の傾向や諸問題を把握し、その問
題に向けて関係者で対策を検討し、話し合い、また行政
機関と意見交換し、きめ細かな事業を実行に移します。
未加入の方は、ぜひこの機会にご加入を！

部会長：竹内剛直
登録団体：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
活動目標：①教育環境の整備 ②青少年の健全育成
部会長のメッセージ：当部会は、地域の宝である子ども
達を預かる学校や PTA などから構成されております。
子ども達や子育て世代の地域への積極的な関わりを通
じた地域愛の醸成が課題と認識しています。
「山口地区成人のつどい」企画運営を担当致します。

地域安全部会

地域環境部会

部会長：藤井昇
登録団体：①所沢市交通安全協会山
口支部 ②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
活動目標：①防犯・消防思想の普及・
宣伝 ②地域安全活動（交通・防犯）の推進 ③地域
防災思想の向上 ④消防施設の改善
部会長のメッセージ：当面は、安全部会で出来ることを
各団体と協議し、前に進めます。今年は、所沢市消防団
による特別点検が 10 年ぶりに山口地区で開催される
ので、部会事業の一つとして、消防協力会、消防団第 7
分団、自治連合会とも連携し、全面協力して行きます。

部会長：鈴木良一
登録団体：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
活動目標：①環境思想の普及啓発活動
②環境美化活動 ③樹林地の保全 ④河川の水質の保
全
部会長のメッセージ：当面の事業案は、狭山丘陵保全
並びに地域利用と柳瀬川環境整備の取り組みです。関
係自治会の理解と協力、ごみの処分、ボランティアの
確保など、課題が山積みですが、皆様のご支援・ご協
力を頂き、自然豊かな環境保全を目指します。

地域福祉部会

学習文化部会

部会長：毛利吉成
登録団体：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所沢地区更生保護女
性会山口支部 ④山口地区母子愛育
班 ⑤山口ふれあいの会 ⑥山口地区
長生クラブ連合会 ⑦山口婦人会
活動目標：①地域福祉コミュニティの推進 ②支え合い
③助け合う地域社会の実現 ④高齢者の総合的な支援
⑤子育て世帯への総合的支援
部会長のメッセージ：
“健やかに、自分らしく、支え合
う、心優しい”をキーワードに「山口地区地域福祉ネッ
トワーク会議」を中心に、互いに助け、助けられる仕組
みなど、“みんなで”協力し合い地域の福祉課題に取り
組んでいきます。

部会長：長谷川秀夫
登録団体：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山口民謡
リクリエーションクラブ ⑥山口公民館運
営協議会 ⑦山口公民館協力会
活動目標：①社会体育の振興 ②豊かな地域づくり
③地区内の史跡保存・発掘 ④山口地区の歴史・文化
の伝承
部会長のメッセージ：山口地区文化祭を住民主体のま
ちづくりの一環として位置づけ、例年よりも早く準備
を開始しました。部会にはスポーツ関係者もいますの
で、今後、山口公民館とも連携しながら、多数の方が
参加できるスポーツイベントも考えたいと思います。
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山口地区の催し物情報・参加者募集（その１）
公民館だより「やまびこ」に掲載中の催し物です
催し物の名称・主催
日時・場所・内容
募集内容・申込み
日時
本の貸し出し：9
月
7
日（土）
、21
日（土）
、28
日（土）
、10
月 5 日（土）
、12 日（土）
、
山口こども文庫おはなし
19 日（土）
、26 日（土）午前 10 時～12 時
会
共催：山口こども文庫おはな
し会・山口まちづくりｾﾝﾀｰ 場所
日時
子ども囲碁教室
共催：山口囲碁クラブ・山口
まちづくりセンター
場所

おはなし会： 9 月 7 日（土）
、10 月 5 日（土）午前 11 時～11 時 30 分
山口まちづくりセンター（公民館）
9 月 7 日（土）
、21 日（土）
、10 月 5 日 対 象 小学生・中学生
（土）
、19 日（土） 午前 9 時～11 時 申込み 当日、直接お越し下さい
山口まちづくりセンター（公民館）
参加費 無料

おしゃべり健康サロン

日時 9 月 11 日（水）
、10 月 9 日（水）
・体操があるので、飲み物をご持参下さい。
共催：保健センター健康づく
午前 10 時～12 時 受付は 9 時 30 分
り支援課・山口まちづくりセ 場所 山口まちづくりセンター（公民館）
ンター
内容 ストレッチ体操、健康ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ勉強会等
日時 9 月 11 日（水）
、10 月はありません
問合せ 保健センター健康づくり支援課
出張健康相談
午後１時 30 分～3 時 30 分
（℡2991-1813）
主催：保健センター健康づく 場所 山口まちづくりセンター（公民館）
り支援課
内容 保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定

山口地区敬老会

日時 ９月 15 日（日）
茶話会 8 時 00 分～, 式典 9 時 00 分～,
催し物 9 時 45 分～
主催：山口地区敬老会実行委 場所 山口まちづくりセンター（公民館）
員会
内容 茶話会、式典、催し物

対象者 山口地区在住の 75 歳以上の方（昭和
14 年 4 月１日までに生まれた方）
・お車でのご来場はご遠慮下さい。

地域交流ぬくもり広場

対 象 高齢者と障がい者の方
申込み 当日、直接お越し下さい
参加費 100 円（当日いただきます）

日時 9 月 18 日（水）
、10 月 18 日（金）
午前 10 時～12 時
主催：山口まちづくりセンタ 場所 山口まちづくりセンター（公民館）
ー
内容 交流と仲間づくり
所沢健康体操教室

日時 ９月 27 日(金)、10 月 11 日、25 日（金） 申込み
午後２時～３時 受付は午後１時 30 分
問合せ
とこしゃんくらぶ
共催：山口地域包括支援セン 場所 山口まちづくりセンター（公民館）
ター・山口まちづくりセンタ 内容 高齢者が元気になるための椅子に座っても 参加費
ー
できる体操です。

山口ふれあいの会昼食会 日時 10 月 10 日（木）、16 日（水）
共催：山口ふれあいの会・山
12 時～午後 2 時
口まちづくりセンター
受付は午前 11 時 30 分～
協力：山口公民館利用サーク 場所 山口まちづくりセンター（公民館）
ル連絡協議会
内容 昼食・楽しいおしゃべり・歌など

子育て広場

日時 9 月はありません
共催：母子愛育班・更正保護
10 月 2 日（水）午前 10 時～12 時
女性会・民生委員児童委員協 場所 山口まちづくりセンター（公民館）
議会
内容 乳児の子育て支援と交流

山口地区親睦ミニ運動会 日時 10 月 27 日（日）
主催：所沢市体育協会山口支
部・山口まちづくりセンター 場所
内容

初心者茶道教室

日時

主催：
（公財）所沢市公共施 場所
設管理公社・椿峰コミュニテ 内容
ィ会館別館

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

対 象 山口地区在住の 70 歳以上の方
申込み 9 月 20 日（金）午前 9 時～先着順
山口まちづくりセンターで直接受付
（電話での受付はいたしません）
参加費 300 円
対 象 乳児とその保護者
申込み 当日、直接お越し下さい
参加費 無料

申込み 小学生以上で 8 名以上のチームを作
午前 8 時 30 分～12 時（雨天決行）
り、申込書を 10 月 10 日（木）まで
山口中学校 体育館
に山口まちづくりｾﾝﾀｰ（公民館）へ
玉入れ・大縄跳び、むかで競争ほか、チー 持ち物 上履き、飲み物、タオル
ム対抗で得点を競います。
9 月 20 日（金）
、27 日（金）
対 象 市内在住一般 20 名
10 月 4 日（金）
、11 日（金）
申込み 9 月 1 日 8 時 30 分より 椿峰コミュ
椿峰コミュニティ会館別館 和室
ニティ会館別館 先着順 電話受付可
お茶のいただき方から点て方までの初歩
（℡2923-7922）
参加費 2,000 円（抹茶、お菓子付）
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日時 9 月 14 日(土)、28 日(土)、10 月 12 日 対 象 3 歳以上 保護者の方もごいっしょに
（土）
、26 日（土）午前 10 時 30 分開始 申込み 椿峰分館（
（℡2924- 8041）
場所 椿峰分館
問合せ 同上
内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工
作ほか

「やまびこ」の催し物案内は、今後「さわやか」に引き継がれます。

山口地区の催し物情報・参加者募集（その２）
山口まちづくり推進協議会の団体が主催・共催・協力する催し物です
催・共催・協力する催し物です

催し物の名称・主催
福祉情報・相談広場

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 ９月 2 日（月）
、１０月７日（月）
・予約は不要です
原則毎月第１月曜日（祝日と重なる場合は ・相談についての秘密は厳守いたします
翌週に延期）午前 10 時～12 時まで
問合せ 所沢市社会福祉協議会地域福祉企画課
場所 山口まちづくりセンター１階ロビー
（℡2925-0041）
主催：山口地区地域福祉ネッ 内容 福祉に関する様々な相談をお受けします。例えば、介護保険や障がい福祉等の手続き、育児
ワーク会議
の相談、生活についての心配事、地域でボランティア活動をしてみたい、どこの相談窓口に
支援：所沢市社会福祉協議会
行けばいいのか、等々。

秋の「大規模清掃」

日時 10 月 13 日（日）午前９時～12 時
申込み 「柳瀬川の最上流をきれいにする会」
場所 柳瀬川最上流域及び上山口・川辺公民館広
事務局（℡2923-5455）まで
場他
清掃活動にご参加下さる方は、膝まで
内容 柳瀬川の大清掃活動及び交流会など
の長めの長靴着用です。
主催：柳瀬川の最上流をきれ
年２回の大規模清掃活動イベントです。上 参加費 無料
いにする会
山口中学校、農園の野菜や焼そばなどで交
協力：埼玉県川越県土事務所
流会を開催します。

秋の「もったいない市」 日時 10 月 20 日（日）

・古着、古布は、簡単に洗濯を済ませ、よく乾
回収は午前９時～午後３時、もったいない かしてから、透明ビニール袋に入れて下さい。
市は午前９時 30 分～午後２時 30 分
・ガラス製品、土鍋、植木鉢などは出すことが
場所 山口まちづくりセンター（公民館）
できません。
主催：所沢市
内容 不要になった古着・古布・陶磁器を回収し ・詳細は春に各戸配布された「家庭ごみの分け
協力：所沢市環境推進員連絡
ます。気に入った古着があれば無料で持ち 方、出し方」保存版等をご覧下さい。
協議会
帰ることができます。

山口地区文化祭

日時 11 月２日（土）～３日（日）
場所 山口まちづくりセンター（公民館）

主催：山口地区文化祭実行委 内容
員会

消防団特別点検

日時
場所
内容

主催：所沢市役所、所沢市消
防団

展示・発表等の参加申込みはすでに終了いた
しました。見学、観賞等は自由です。たくさ
んのご来場をお待ちしています。
芸術文化の振興及び住民相互の交流を図るイベントです。山口公民館利用ｻｰｸﾙ及び山口地
区の住民・団体の作品展示と舞台発表、その他、文化祭の趣旨に適合する催物を行います。
11 月 17 日（日）午前 8 時 30 分～11 ・今年は、10 年ぶりに山口地区が開催地とな
時 50 分
りました。
上山口中学校
・消防団の活動を知る良い機会です。多くの皆
市長が点検者となり、消防団の部隊行動、 さんのご来場・見学をお待ちしています。
機械器具整備状況及び訓練成果を発表しま ・雨天の場合は、午前 10 時から同校体育館に
す。合わせて表彰式も行います。
おいて表彰式のみを行います。

山口の皆さんにお知らせしたい催し物がありましたら、事務局まで御連絡下さい。
編

集

「さわやか」という名称は、
「緑と水に恵まれ、さわやかな
山口の自然、そして人と人のさわやかなつながりをイメージし
たい」との思いにより決まりました。
隔月発行を目指した手作りの広報紙ですが、いろいろとアイ
デアを出しながら、動きながら、山口地区の皆さんに親しみを
持って読んでいただける紙面になるよう、広報委員一同努力し

後

記

ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
また、皆さんのご感想、ご意見、ご要望などがありましたら、
ぜひお聞かせ下さい。
広報委員：新居亨一（委員長、地域環境部会）
、神藤年三（副
委員長、地域ｺﾐｭﾆﾃｨ部会）
、高杉和幸（地域安全部会）
、前田克
夫（地域福祉部会）
、遠藤健志（学習文化部会）
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