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　「いやあ、ほんと面白くてたまんないんだよ」と満面の笑顔
で語るのは、庭瀬かいわい案内人のメンバーである上森剛
さん（平野在住・70歳）。
　『庭瀬かいわい案内人』というのは、吉備学区の名所旧跡
を案内するボランティアグループ（会員17人・会長：香田清
治・撫川在住）。上森氏はそのスタッフ用の教材を作るため
に調査を始めたとのこと。
　「初めは八幡様の石碑を調べたんだけど、やり始めたら面
白くて面白くて、次々調べていくうちに60箇所以上になっ
ちゃった」
　道端にあって誰も気づかないような祠や石碑（地神・水神
等）の、消え入りそうな文字を読み取り、寸法を測り、由緒を
調べ続け、今回300ページを越える貴重な資料集「路傍の
文化財」としてまとめられました。
　「調べるほどに、先人の偉大な業績につくづく感動しまし
た。また現地で私がお逢いした人は、皆さん現代の語り部で
したね。この人たちの思いを後世に伝える事ができるよう、
しっかり記録しました。どれだけ伝えられるか問題ですが…」
　私たちのご先祖さまが、さまざまな願いを込めて祀った地
神さんや水神さん。急速な宅地開発が進む中で、ひっそり
と、しかしたくましく佇む、まさに路傍の文化財ですね。
　『うちの近所にも石碑があるぞ』という人がおられたら、ぜ
ひ「庭瀬かいわい案内人」まで、情報を寄せて欲しいというこ
とです。

庭瀬かいわい案内人が発行した

「路傍の文化財」

ヒント： 庭瀬駅への通勤通学路で、毎日目にしている人もいるはず。

ヒント： 八幡様の近く。のどかで、時間が止まったような空間。

ヒント： 吉備小の生徒ならすぐわかる！

お問い合せは吉備公民館（086-293-2170）

ヒント： 昔は土手の上にあったんだけどなあ…

「まちかど博物館」でも活躍する庭瀬かいわい案内人の西村氏（中撫川在住）

「路傍の文化財」を調査している庭瀬かいわい案内人の上森氏
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「ここどこ？クイズ」です。
これらは吉備学区内で、土地の歴史をひっそり
語り継ぐ石碑たちですが、どこにあるでしょう？

常夜灯
（平成22年現在）

六十六部供養塔

供養塔について（常夜灯ではないが…）　六十六部供養塔は全国66か所の霊場に1部ずつ納
めて回るために書写六十六部、詳しくは「日本国
大乗妙典六十六部経聖」云い、全国の六十六か所
の霊場に一部ずつ納めて回るために書写した。
刻まれている願主の名は高田周辺の人々である
が、宮内村の岡田屋熊治郎の名もある。

庭瀬八幡神社
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吉備学区連合町内会かわら版

平成22年度の
吉備学区連合町内会の
予算内訳

【会長】西村輝／【副会長】曽我博之・佐藤誠
【理事】まちかど博物館担当：曽我博之／防犯・防災担当：西村輝／環境衛生
担当：熊代勉／電子町内会・会報担当：坪井慈朗／講演・法律相談担当：佐藤
誠／まちづくり担当：曽我秀子／財務担当：林雅夫
【会計】次田美千代／【監査】高橋浩郎・山本宗男

人　口 総人口16,734人（男8,074人・女8,660人）
世帯数 6,682世帯

平成22年度吉備連合町内会役員

　4/2～14の間、宮城県南三陸町と岩手県大槌町に復旧・復興のお
手伝いに行ってきました。
　現地の状況として、人の動きは緊急事態から復興活動へと徐 に々移
行している様子ではありますが、多くの方は家を失い避難所の過酷な環
境で生活なさっています。 とくに高齢者の方は、慢性疾患等の持病が生
活をより困難なものにしています。
　また南三陸町では、感染性のノロウィルスによる胃腸炎が発生し、電
気・水道が不通の状況下、避難者の衛生管理が課題となっていました。

　町の状況は、木造住宅は津波で瓦礫となって一面に広がっていま
す。大槌町では、火災が発生し三日三晩燃え続けた為、鉄骨は赤錆
が発生しコンクリート壁には黒い煤が無残な爪痕を残していました。
　私たちは、岡山から出来る支援を考え実践し、東日本の1日でも早い
復興を願いたい。そして、我々が災害に見舞われた時に、何をすべき
か、何を心得ておくかを学びたい。
【吉備学区連合町内会長 西村 輝】

無料法律相談会

東日本大震災現地レポート
　吉備・陵南まちかど博物館は６回目を迎え、１１月６日（土）夕方の手づ
くり行燈によるライトアップと音楽の鑑賞などから始まり、翌日７日（日）１０時
～１６時に開催いたしました。
　本年度の特徴として地域の古文書、古地図やお駕篭の展示があっ
たり、中国学園大学協賛により、親子で楽しめる企画、庭瀬城址の掘で
の川舟遊びなど、子ども達の楽しめるイベントを多く企画し、お休み処など
イベント会場が５０数箇所に増え、「音」の演出を増やし、多くのスタッフ
の協力により実施できました。駐車場は、ハローズやわたなべ生鮮館等
の協力も有り、特に問題なくスムーズにいきました。
　イベント会場が前回以上に広がり、ジャンボタクシーによる巡回バスの
運行を行い好評でした。又電気自動車を市から借り、PRと共に来場者
にも体験していただき、地域の住民はもとより他県からの参加者も暖かく
お迎えすることが出来ました。
　各イベント会場とも開始から終了まで人通りが絶えることなく、来場者は
近隣でのイベントとも重なったことと、早朝小雨であったこともあるが、前夜
祭含めて昨年並みの約２７０００人強でした。特に当地域の歴史的資
料、地域の地理の講話、庭瀬かいわい案内人による地域の案内は、地
域を再発見できたと好評でした。
　イベント前後に地域の小学校や中学校の生徒に別途庭瀬かいわい
案内人が当地域の案内をしたり、意見をもらったり今後のイベントの進め
方に参考になった。また年末の吉備公民館でのイベント当日の写真展・
ビデオ展などはイベント当日に見学出来なかった人達にも鑑賞していた
だき好評でした。
　実施に当たっては、総勢８００人以上の地域ボランティア（学生含む）
や他地域からの協力を得て、イベント全体を盛上げるように企画し実施
でき、地域に根付いたイベントに発展しつつあると思いました。
【まちかど博物館担当理事　曽我博之】

　弁護士の奥津亘氏（岡山弁護士会会員奥
津法律事務所）を招き、民事、家事、刑事、労
働、行政法律問題、扶助問題について相談会
を行いました。参加者は7名。時間もある程度の
余裕があり、じっくり相談ができました。
【法律相談会担当　佐藤誠】

「災害のボランティアコーディネータ養成講座」の受講生により発足したボランティアグルー
プ。現在、岡山市内の様 な々地域の１４人によって構成され、地域での啓発活動や、研修会
や訓練等の企画・運営・支援などに取り組んでいます。
会員募集中。詳細は吉備公民館までお問い合せください。

　岡山市防災ボランティアネットワークと共同で開催。参加者約70名。
東日本大震災の後でもあったので防災意識の向上に役立ちました。

　「安否確認カード」を岡山
市防災ボランティアネットワー
クと共同で製作しました。
　一人ひとりがこのカードを身
につけておくと、万一災害や事
故に会った時、あなたのご家族
に安否を連絡してもらえます。
　配布は、町内会および吉備小学校の生徒家庭を通じて行われる予
定です。また吉備公民館にも置いています。

第6回吉備・陵南まちかど博物館

「防災のつどい」

吉備学区内にある52単位町内会（五十音順） 吉備学区のすがた
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平成22年
4月 02日 （金） 吉備地区愛育委員 総会出席 吉備公民館
4月 09日 （金） 吉備中学校 入学式　出席 吉備中学校
4月 11日 （日） 連合町内会役員会 １回目 吉備公民館
4月 12日 （月） 吉備小学校 入学式　出席 吉備小学校
4月 13日 （火） 吉備西幼稚園 入園式　出席 吉備西幼稚園
4月 13日 （火） 吉備公民館 運営委員会 吉備公民館
4月 16日 （金） 民生委員 推薦準備会 吉備地域センター
4月 18日 （日） 岡山市防災ボランティアネットワーク 吉備公民館
4月 20日 （火） 岡山市 環境衛生委員会 吉備公民館
4月 21日 （水） 国勢調査　説明会 吉備公民館
4月 24日 （土） 老人クラブ連合会 総会　出席 吉備公民館
4月 24日 （土） まちかど博物館企画会議（以下省略） 吉備公民館
4月 30日 （金） 明るい選挙実行委員会 勤労者福祉センター
5月 08日 （土） 吉備学区連合町内会 総会 吉備公民館
5月 11日 （火） 社会福祉協議会 役員会 吉備地域センター
5月 17日 （月） 吉備学区婦人会 総会　出席 吉備公民館
5月 19日 （水） 岡山市西防火委員会 西消防署
5月 27日 （木） 岡山市社会福祉協議会 評議委員会 勤労者福祉センター
6月 04日 （金） 岡山市連合町内会 総会 メルパルク
6月 10日 （木） 共同募金会　評議委員会 吉備地域センター
6月 10日 （木） 中国学園 子育てパーク実行委員会 中国学園
6月 19日 （土） 青少年育成協議会 吉備中学校
6月 19日 （土） 岡山市防災ボランティアネットワーク 吉備公民館
6月 20日 （日） イクメン活動　田植え 吉備公民館主催
6月 22日 （火） 吉備おひさまクラブ運営委員会 おひさまクラブ
6月 25日 （金） 岡山市社会福祉協議会　支部長会議 ミヨシノ
7月 09日 （金） 明るい選挙　街頭啓発活動 天満屋周辺
7月 12日 （月） 撫川グラウンド除草作業立会 撫川公園グラウンド
7月 14日 （水） 連合町内会　役員会 吉備公民館
7月 15日 （木） 民生委員　推薦準備会 吉備地域センター
8月 02日 （月） ＪＲ新幹線側道橋梁 工事説明 自宅
8月 03日 （火） 夏休みフリー塾「泥田んぼで遊ぼう」 吉備公民館主催
8月 08日 （日） 区づくり推進事業 審査会 岡山市役所
8月 19日 （木） 備南衛生組合　定例会 備南ふれあいセンター
8月 30日 （月） 岡山市安全安心ネットワーク協議会 総会 メルパルク
8月 31日 （火） 環境衛生協議会　清掃資材配布 吉備公民館
9月 10日 （金） 吉備中学校 体育会 吉備中学校
9月 11日 （土） 交通安全対策協議会 中国学園
9月 17日 （金） 中国学園 子育てパーク実行委員会 中国学園
9月 26日 （日） 吉備小学校 運動会 吉備小学校
10月 03日 （日） 吉備学区体育大会 撫川公園グラウンド
10月 23日 （土） 敬老会 出席 吉備公民館
10月 26日 （火） 岡山市西防火委員会 西消防署
10月 27日 （水） 吉備おひさまクラブ運営委員会 おひさまクラブ
11月6/7日（土日） 第6回吉備陵南まちかど博物館 吉備陵南かいわい
12月 12日 （日） 第３回 餅つき大会 吉備公民館 

平成23年
1月 20日 （木） 岡山市社会福祉協議会　 評議委員会 勤労者福祉センター
1月 26日 （水） 吉備おひさまクラブ運営委員会 おひさまクラブ
1月 31日 （月） 連合町内会　役員会 吉備公民館
2月 16日 （水） 岡山市災害対策課 打合せ 岡山市役所
2月 17日 （木） 備南衛生組合　定例会 備南ふれあいセンター
2月 20日 （日） 岡山市 町内会長等懇談会 灘崎文化センター
2月 21日 （月） 岡山市西防火委員会 西消防署
2月 25日 （金） 吉備中学校区 学校園懇談会 吉備中学校
3月 02日 （水） 地域福祉　懇談会 包括支援センター
3月 04日 （金） 中国学園 子育てパーク実行委員会 中国学園
3月 14日 （月） 「安否確認カード」山陽新聞 取材 吉備公民館
3月 16日 （水） 吉備中学校 卒業証書授与式 吉備中学校
3月 17日 （木） 吉備西幼稚園 卒業証書授与式 吉備東幼稚園
3月 18日 （金） 吉備小学校 卒業証書授与式 吉備小学校
3月 20日 （日） 「防災のつどい」開催 吉備公民館
3月 21日 （月） 東北大震災支援物資 仕分け作業 岡山ドーム
3月 22日 （火） 民生委員　推薦準備会 吉備地域センター
3月 24日 （木） 岡山市社会福祉協議会　 評議委員会 勤労者福祉センター
3月 24日 （木） 交通安全対策協議会  吉備地域センター
3月 25日 （金） 吉備地区社会福祉協議会 役員会 吉備地域センター
3月 27日 （日） 無料法律相談 吉備公民館

平成22年度版

吉備学区連合町内会平成22年度事業報告

（住民基本台帳平成23年2月末）

収入の部
項目 予算額 内容
繰越金 1,670,478 
会費 295,300 2953世帯
岡山市 120,600 
利息 1,000 
合計 2,087,378

支出の部  
項目 予算額 内容
会議費 30,000 定例総会、役員会
慶弔費 10,000 
事務費 20,000 郵送・通信費、諸雑費
まちかど博物館 250,000 博物館補助
KIBI Safety Net（防犯・防災） 100,000 防災グッズ等
環境衛生協議会 20,000 
まちづくり研究会 20,000 
会報出版 100,000 
電子町内会 50,000 
無料法律相談 30,000 
負担金 20,000 岡山市連合町内会、防火委員会
支出合計 650,000 
予備費 1,437,378 
合計 2,087,378 

安否確認カード
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自宅電話（家族の携帯）
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・吉備学区連合町内
会

私自身が家族に連絡
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さい。
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3月27日（日）

11月6-7日（土日）

3月20日（日）

※「岡山市防災ボランティアネットワーク」とは？

安否確認カードの配布


