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　昭和46年、旧吉備町の岡山市合併を機に、当時としては近
代的な公民館を建設。以来43年、地域に深く溶け込んできた建
物も老朽化が進み、このたび地域センターとの合築という形でリ
ニューアルすることになりました。完成は平成28年4月。
　庭瀬に残る伝統的街並みに調和したデザインとして、一部をタ
イル貼りと、左官による純和風な櫛引仕上（校倉仕上）としていま
す。また金属部は地域の瓦屋根をイメージした「銀黒」とし、左官
部分は日本の伝統色である青柳鼠（あおやぎねず）という落ち着
いた薄緑色になっています。
　内部の仕上げも和を意識し、床は墨汁を混ぜたモルタルを使
用、天井には木目を生かした桧板を使用、建具も舞良戸と呼ば

れる日本伝統の木目を生かした板戸が使われています。
　また吉備公民館には20以上の主催講座と50を越すクラブ講
座があり、岡山市で最も地域活動の盛んな公民館の1つに数え
られています。そこで「建替え工事期間中も、主催講座やクラブ講
座の活動を絶やさず続けよう」を合言葉に、各地域の公民館や
小中学校、公共施設など、地域一丸となって場所を提供し、活
動を継続しています。
　装いも新たに生まれ変わる吉備公民館＆吉備地域センター。
子どもたちの子どもたちへ、地域ふれあいのきずなを引き継ぐ拠点
として、ますます活躍が期待されます。

　毎年恒例となった吉備学区の本格的な「防災キャンプ」が、
今年も一泊二日の避難所生活体験として、吉備公民館で行わ
れました。参加者36人、ボランティアとスタッフ96人、総勢132名と、
年を追う毎に活況を呈してきました。
　今回は特に、「避難所HUG※」を全員参加で行いました。この
ゲームを通して災害時要援護者への配慮、炊き出しや仮設トイ
レの確保、視察や取材対応といった出来事に対し、大人の視線
と子どもの視線両方から、思いのままに意見を出しあったり、話し
合ったりし、避難所の運営を学ぶという貴重な体験ができました。

※避難所HUG：避難者の年齢や性別、国籍、それぞれが抱える事
情が書かれたカードを、避難所に見立てた平面図にどれだけ適切
に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応して
いくかを模擬体験するゲーム

　私達はより多くの人 に々南海・東南海地震に対する備え、防災意識
を持って頂けるかを目標に頑張ってきました。今年は岡山市北区建部
町より防災講座の依頼があり、同町の防災活動に2度ほど参加させて
頂き、懇親を深めることも出来ました。
　吉備小学校の3年生の子供たちに、地震の恐さについて、私たちの
住んでいるこの庭瀬地区も大きな影響をうけることを話しました。そして5月
には東日本大震災の被災した南三陸のボランティア活動に参加させて
頂き、そこで被災した人々の声を聞き被災者仮設住宅などを観てきまし
た。復興はまだまだですが、思っていたより現地の人は明るく前向きで元
気でした。次回の防災キャンプには語り部の釘子明さんの講演を開こう
と頑張っています。是非皆様に聞いてもらいたい大切なお話ですので、よ
ろしくお願いします。
　新しい取り組みとして、「海抜表示」をこの庭瀬地区に取付ていこうと
考えています。誰が見てもすぐ分かる表示にしたいと思っています。

日程 団体名 参加人数
1月29日（水） 吉備小学校3年生 50人
６月8日（日） 住吉公会堂 15人
7月28日（月） 川口公民館（建部町） 35人
8月26日（火） 建部小学校 150人
９月16日（火） 西平野町内会 15人
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防災出前講座 無料平成26年9月13日（土）～14（日）

岡山市防災キャンプ推進事業

避難所生活を体験したよ！

吉備公民館が生まれ変わります。

一泊二日防災キャンプ
in吉備公民館

平成26年度に実施された「防災出前講座」
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　吉備・陵南まちかど博物館は、本年は岡山市でも開催されるESD国
際会議で外国の方も多く来られることが予想され、通常の第1日曜日から
第2日曜日に変更して11月8日（土）、恒例の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9日（日）10時～16時に開催いたしました。
　しかしながらイベント本番の朝から生憎の雨模様で、イベント終了の夕
方まで雨が降り、中国学園学生による和太鼓演奏や多くの子ども達が
期待していた舟あそびや、多くの歴史文化的な資料の屋外での展示が
困難になったのが非常に残念でした。
　8日は、ESD関連で岡山に来られた20数名の外国の方を急遽、庭瀬
かいわい案内人の方に案内していただき、庭瀬往来に面した古民家の
　民具、お寺や城址など、日本独特の歴史や文化に触れてもらったとこ

ろ、非常に興味を持っていただき、有意義であったと喜ばれました。
　午前中は雨にも拘わらず多くの来場者が屋内での地域の古文書、
古地図やお駕篭の展示、子ども達の楽しめる体験コーナーを楽しみまし
た。また新たな企画として、1会場に1点以上の地域のお宝の展示などを
お願いしたり、お休み処や介護施設の参加も増えました。イベント会場が
60箇所以上と大幅に増えたので、地域をゾーン別に区分けし、来場者
の利便性を重視したものとし、多くのスタッフの協力により無事開催できま
した。地域のスーパーマーケット等の協力も有り、身障者用トイレなどの問
題もなくスムーズにいきました。
　イベント会場が東花尻から大内田まで広がり、3台のジャンボタクシー
による巡回バスの運行も好評でした。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お
昼過ぎくらいまでは、来場者の人通りが絶えることなかったが、生憎の雨に
より、午後からは人通りが少なくなり、今年度は昨年に較べ来場者は減
少いたしました。但し、地域の歴史的・文化的な資料、大賀ハス関連の
資料展示と説明、庭瀬かいわい案内人による地域の案内などは非常に
好評であった。また吉備小学校5年生の児童によるイベント内容や地域
の特徴などについての学習など実行委員にとっても勉強になりました。
　実施に当たっては、総勢600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たと思いました。
　第11回は、10月31（土）～11月1日（日）に実施の予定です。　

（まちかど博物館担当理事　曽我博之）

吉備学区連合町内会かわら版

平成26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／電子町内会・
会報担当：坪井慈朗　【会計】林雅夫　【監査】次田美千代・求广川貞喜

人　口 総人口 17,748 人（男 8,578 人・女 9,170 人） （243 人増）
 うち65 歳以上 4,079 人（23%）
世帯数 7,165 世帯 （139 世帯増）

平成26年度吉備学区連合町内会役員

第10回吉備・陵南まちかど博物館

吉備学区今昔物語

吉備学区内にある53単位町内会（五十音順）
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吉備学区連合町内会平成26年度事業報告

（住民基本台帳：平成26年2月末）

昭和27年犬養木堂像の前で（写真提供：林隆博氏）

昭和30年稚児行列（写真提供：関日出子氏）

平成26年11月8-9日（土日）

（円）

支出の部  
項目 予算額 内容
会議費 10,000 定例総会、役員会資料代等
事務費 20,000 案内状郵送料等
まちかど博物館 200,000 補助金
吉備まちづくりの会 20,000 補助金
会報出版 50,000 かわら版作成費
電子町内会 50,000 ホームページ等地域情報掲載費
負担費 22,000 岡山市連合町内会会費他
 　（支出合計 372,000）

次年度繰越金 2,393,966 
合計 2,765,966 

（円）

収入の部
項目 予算額
繰越金 2,219,066 
会費（3580世帯分） 358,000 
岡山市補助金 120,500
岡山市社会福祉協議会 68,400
合計 2,765,966

平成26年

平成27年

4月 04日 （金） 愛育委員会 総会 吉備公民館
4月 19日 （土） 合築検討会 吉備公民館
4月 25日 （金） 防災キャンプ実行委員会 吉備公民館
4月 28日 （日） 連合町内会 役員会 吉備公民館
5月 08日 （木） 合築検討会 吉備公民館
5月 10日 （土） 吉備学区連合町内会 総会 吉備公民館
5月 10日 （土） 合築検討会 吉備公民館
5月 17日 （土） 防災キャンプ実行委員会 吉備公民館
5月 20日 （火） 公民館運営委員会 吉備公民館
5月 20日 （火） 西地区防火委員会 西消防署
5月 22日 （木） 子育てパーク実行委員会 中国学園大学
5月 28日 （水） 社会福祉協議会吉備支部 参与会 吉備地域センター
5月 29日 （木） 合築検討会 吉備公民館
5月 31日 （土） まちかど博実行委員会 吉備公民館
6月 06日 （金） 岡山市連合町内会 総会 メルパルク
6月 07日 （土） 防災キャンプ実行委員会 吉備公民館
6月 18日 （水） 地域協働学校 吉備中学校
7月 12日 （土） 公民館運営委員会 吉備公民館
7月 12日 （土） 防災キャンプ実行委員会 吉備公民館
7月 19日 （土） まちかど博実行委員会 吉備公民館
7月 30日 （水） 安全安心　防災専門部会 勤労者福祉センター
7月 31日 （木） 防災倉庫 打合せ 吉備公民館
8月 04日 （月） 緊急告知ラジオ配布 吉備公民館
8月 09日 （土） 合築検討会 吉備公民館
8月 18日 （月） 合築検討会 吉備公民館
8月 30日 （土） 環境美化作戦 配布 吉備公民館
8月 30日 （土） まちかど博実行委員会 吉備公民館

9月 04日 （木） 社会福祉協議会吉備支部 参与会 吉備地域センター
9月 06日 （土） 防災キャンプ実行委員会 吉備公民館
9月 13日 （土） 

防災キャンプ 吉備公民館
9月 14日 （日）  
9月 20日 （土） まちかど博実行委員会 吉備公民館
9月 27日 （土） 公民館セレモニー打合せ 吉備公民館
9月 28日 （日） 吉備学区運動会 撫川公園
10月 03日 （金） 合築検討会 吉備公民館
10月 04日 （土） 防災キャンプ報告会 吉備公民館
10月 04日 （土） 公民館運営委員会 吉備公民館
10月 10日 （金） ESD会議 御津公民館
10月 25日 （土） まちかど博実行委員会 吉備公民館
10月 26日 （日） 吉備学区敬老会 吉備公民館
10月 31日 （金） 吉備公民館お別れセレモニー 吉備公民館
11月 08日 （土） 

まちかど博物館 吉備・綾南地域
11月 09日 （日）  
11月 17日 （月） 合築検討委員会 吉備公民館
12月 14日 （日） 公民館フォーラム 福浜公民館

1月 07日 （水） 岡山市連合町内会新年互礼会 メルパルク
1月 21日 （水） 合築検討委員会 吉備公民館
2月 13日 （金） 地域協働学校 吉備中学校
2月 18日 （水） 西地区防火委員会 西消防署
3月 08日 （日） 区づくり審査会 勤労者福祉センター
3月 11日 （水） 交通安全対策協議会 吉備地域センター
3月 13日 （金） 社会福祉協議会吉備支部 役員会 吉備地域センター
3月 23日 （月） 公民館新築工事 説明会 吉備小学校


