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　吉備学区連合町内会では、平成28年度よりAED（自動体外式除
細動器）を装備し、すでに町内での主要な行事で配備され、万一の場
合の救命活動に備えています。
　各町内会でのAED講習会の開催や、町内行事での貸出しが可能
ですので、どうぞお気軽にご要請ください。

　2000年前の古代ハスを開花させた世界的な植物学者大賀一郎博
士（川入出身）を顕彰する追憶展が、「吉備大賀ハス保存会」の主催
により開催されました。吉備中生徒の作成した「大賀ハス新聞」の披露
や、地域住民提供による博士直筆の書等の展示、和歌山大賀ハス保
存会の阪本尚生会長の講演などで賑わいました。
　また博士の生涯や業績に加え、地域の保存顕彰活動をまとめた冊
子「大賀一郎博士追憶譚」も発行され、博士の偉業を次世代に広く
伝える活動が今も続けられています。
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大賀博士追憶展

と災害時の連携協力協定書を締結AMDAと災害時の連携協力協定書を締結

AMDAとは？AMDAとは？

AEDを配備しました。

災害発生時に、医療・保
健衛生分野を中心に緊急
人道支援活動を展開する
特定非営利活動法人。
1984年に設立され、岡山
市に本部を持ち、世界各
地の災害救援で活動実
績を重ねています。

吉備学区周辺のAED設置施設・事業所

2016年11月27日（吉備公民館）

AED講習会開催：2016年7月22日（吉備公民館）

貸出OK!

　吉備学区連合町内会は平成28年7月6日、将来発生が予想される南海トラフ地震など大
規模災害に備え、ＡＭＤＡと連携協力協定を締結しました。
　ＡＭＤＡ本部で行われた調印式には、吉備学区連合町内会の西村輝会長とＡＭＤＡグ
ループ代表の菅波茂氏が出席。菅波氏は、「町内会の方 と々万全の準備を進めたい」と強
調。西村会長は「ＡＭＤＡは医療支援だけでなく、避難所の運営全般に細やかな配慮をし
ていただける頼もしい存在」と述べた後、両者は協定書に署名、押印しました。
　協定書は、災害が発生した場合、同町内会は可能な範囲でＡＭＤＡの活動に協力する
のを始め、吉備学区が被災し避難所が設置された場合は、両者が協力して支援活動に取
り組むとしています。
　ＡＭＤＡと町内会との連携は吉備学区が初めてです。ＡＭＤＡにはこれまで、東日本大震
災や熊本地震などで、西村連合町内会長が協力して支援活動に取り組んでおり、今回の
連携協定締結の運びとなりました。

吉備学区連合町内
会と認定特定非営

利活動法人ＡＭＤＡ
との

緊急人道支援活動
推進にむけての連

携に関する協定書

(目的)
第１条 この協定は吉備学区連合町内会(以下、甲という)と、認定特定非営利活動法人Ａ

ＭＤＡ(以下、乙という)が、南海トラフ地震等大規模災害が発生した場合に、連携して緊急

人道支援活動を共に行い、支援を必要とする被災地の人々に貢献することを目的とする。

(協力事項)

第２条 甲と乙は、次の事項について協力する。

(1) 南海トラフ地震等大規模災害が発生した際に、甲の地域に被災がおよばない場合は、

乙の活動に対して、甲は可能な範囲で協力をする。

(2) 南海トラフ地震等大規模災害が発生し、甲の地域が被災し、避難所が設置された場合

は、甲と乙は協力して、避難所を中心に被災者支援活動を行う。

(連絡責任者)

第３条 甲と乙双方について、あらかじめ連絡責任者を決めておくものとする。連絡責任者

に変更があったときには、速やかに相手側に通知するものとする。

(経費負担)

第４条 乙の承知する範囲において、乙は一切の経費負担を甲に求めない。

(協定の期間)

第５条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から１年間とし、以後自動更新とする。

但し、本協定の有効期間満了の１か月前までに、甲乙いずれかから本協定を更新しない旨

の書面による通知があった場合はその限りではない。

(その他)
第６条 本協定に関して協議が必要になった事項が発生した場合には、甲と乙は誠実に協

議を行う。
この協定の締結を証するため、協定書を２通作成し、其 １々通を保有する。

２０１６年７月6日

甲 吉備学区連合町内会 会長 西村 輝

乙 認定特定非営利活動法人ＡＭＤＡ

    ＡＭＤＡグループ 代表 菅波 茂



　総勢600人以上の地域ボランティアで作るイベント「吉備・陵南まちか
ど博物館」を開催。干支がひとまわりして12回目を迎えた今回は、天候も
よく、出展数は71件、来場者数は約25,000人と大盛況でした。
　午前１０時、庭瀬駅前での和太鼓演奏を合図に、恒例となっている中
国学園大学の仮装パレードや吉備中学校吹奏楽部の演奏パレード
が行われ、子ども達も手作りの神輿を担いで元気に練り歩きました。
　新しく生まれ変わった吉備公民館では、２年ぶりとなる音楽会や、伝統
工芸品の撫川うちわの製作実演と体験、地域の高校生らが製作した
庭瀬の街並みのジオラマ展示などを行ないました。
　予想以上のにぎわいに、ちらし寿司やうどんを販売した男性料理教室
の方からは「お昼過ぎに早 に々売り切れてしまい、ご迷惑をかけてしまいま

した」と、うれしい悲鳴もあがっていました。
　また、岡山県指定史跡の野面（のづら）積みで有名な撫川城址で、
影絵や音楽演奏を、庭瀬城址の外堀では、田舟を浮かべて周遊などを
おこないました。その他にも、地域の寺院や古民家での、犬養木堂の書
や掛け軸の展示や、庭瀬かいわい案内人による歴史遺産の案内など、
地域の歴史を学べるものがたくさんありました。
　これからも、吉備・陵南まちかど博物館を続けることで、自らのふるさとに
誇りを持てるような地域づくりにつながればと思います。
　次回は2017年11月５日（日）に実施する予定です。

まちかど博物館担当理事　横山敬一
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【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：横山敬一／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 18,370 人（男 8,900 人・女 9,470 人） （396 人増）
 　うち65 歳以上 4,281 人（23%）
世帯数 7,687 世帯 （202 世帯増）

平成28年度 吉備学区連合町内会役員

　新公民館立て替え後の初めての防災訓練となるので、設備をどのよ
うに活用していくか不安でしたが、新しい設備（大型スクリーン，各部屋
に分けての訓練等）が生かされて、大変有効な防災訓練が出来たよう
に思います。
　今回は参加者に、吉備小学校学童保育の生徒さんが加わっていた
だき、いつになく子供達が大勢で、活気があふれました。今後はより多く
の人々が行事に参加していただける内容を、そして実際の災害時に行
動出来る様に構築出来たらと思います。

防災ボランティア　佐藤 誠

第12回吉備・陵南まちかど博物館

吉備学区内にある55単位町内会（五十音順） 吉備学区のすがた
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吉備学区連合町内会平成27年度事業報告

（住民基本台帳：平成29年2月末）

平成28年11月6日（日）前夜祭11月5日（土）

（円）

防災キャンプ

一般会計支出の部  
項目 予算額 
会議費(定例総会、役員会資料代等) 10,000 
事務費(案内状郵送料等) 10,000 
まちかど博物館(補助金) 200,000 
吉備まちづくりの会(補助金) 50,000 
会報出版(かわら版印刷) 50,000 
電子町内会(ホームページ等) 50,000 
負担金(岡山市連合町内会会費他) 22,000 
AEDレンタル 71,060 
AMDAへ寄附金 10,000
 （支出合計 473,060）

予備費 200,202
合計 673,262 

特別会計の部
（災害特別積立金） 
前年度繰越金 2,500,000
合計 2,500,000

（円）

収入の部
項目 予算額
繰越金 123,413 
会費 360,912 
岡山市補助金 120,100
岡山市社会福祉協議会 68,400
利息 437
合計 673,262

平成28年

平成29年

4月 09日 （土）新吉備公民館 開館  吉備公民館
5月 07日 （土） 連合町内会 総会  吉備公民館
5月 10日 （火） 公民館運営委員会  吉備公民館
5月 14日 （土） 吉備体育協会役員会  吉備公民館
5月 20日 （金） まちかど博 市ヒヤリング  自宅
5月 24日 （火） 社会福祉協議会 吉備支部参与会  吉備公民館
5月 25日 （水） 中短子育てパーク実行委員会  中国学園
5月 26日 （木） 交通安全対策協議会 総会  吉備公民館
5月 27日 （金） 吉備体育協会 総会  吉備公民館
6月 02日 （木） 岡山西防犯連合会 総会  西警察署
6月 06日 （月） 岡山市連合町内会 総会  メルパルク岡山
6月 11日 （土） まちかど博物館 実行委員会  吉備公民館
6月 16日 （木） 地域協働学校  吉備中学校
6月 20日 （月） 岡山市連合町内会 北区連絡会  御津公民館
6月 27日 （月） 西警察署　協議会  西警察署
7月 06日 （水） AMDA災害協定 締結  AMDA本部
7月 09日 （土） まちかど博物館 実行委員会  吉備公民館
7月 11日 （月） 防災キャンプ実行委員会  吉備公民館
7月 16日 （土） 吉備体育協会　役員会  吉備公民館
7月 22日 （金） AED説明会  吉備公民館
7月 29日 （金） 児童クラブ連合会　総会  メルパルク岡山
8月 06日 （土） まちかど博物館 実行委員会  吉備公民館
8月 08日 （月） 防災キャンプ実行委員会  吉備公民館
8月 13日 （土） 吉備体育協会　評議委員会  吉備公民館
8月 21日 （日） まちかど博物館　区づくり審査会  勤労者福祉センター
8月 23日 （火） おひさまクラブ施設建替え打合せ  吉備小学校
8月 23日 （火） 民生委員　準備会  吉備地域センター
8月 25日 （木） 岡山市安全安心ネットワーク　総会  岡山市役所
8月 27日 （土） まちかど博物館 実行委員会  吉備公民館
8月 29日 （月） 防災キャンプ  吉備公民館

8月 30日 （火） 公民館駐車場　打合せ  吉備公民館
9月 01日 （木） 社会福祉協議会 吉備支部 参与会  吉備公民館
9月 03日 （土） 環境美化活動　資材配布  吉備公民館
9月 17日 （土） まちかど博物館 実行委員会  吉備公民館
9月 25日 （日） 吉備学区　運動会  撫川グラウンド
9月 29日 （木） おひさまクラブ運営委員会  おひさまクラブ
10月 06日 （木） 児童クラブ連合会　北区連絡会  北ふれあいセンター
10月 08日 （土） まちかど博物館 実行委員会  吉備公民館
10月 14日 （金） 西警察署　協議会  西警察署
10月 29日 （土） まちかど博物館 実行委員会　全体会議  吉備公民館
10月 30日 （日） 吉備学区　敬老会  吉備公民館
11月 05日 （土） 吉備・陵南まちかど博物館  吉備・陵南
11月 06日 （日） 
11月 11日 （金） 吉備交番連絡会  吉備地域センター
11月 15日 （火） 中短子育てパーク実行委員会  中国学園
11月 25日 （金） 岡山市連合町内会　北区連絡会  サンピーチ岡山
11月 27日 （日） 大賀一郎博士追憶展  吉備公民館
12月 20日 （火） 公民館運営委員会  吉備公民館
12月 21日 （水） 岡山市防災会議  

1月 06日 （金） 岡山市連合町内会　新年互礼会  メルパルク岡山
2月 15日 （水） 地域協働学校  吉備中学校
2月 22日 （水） 西防火委員会  西消防署
2月 24日 （金） 西警察署　協議会  西警察署
2月 25日 （土） 吉備中座談会　だっぴ  中国学園
3月 09日 （木） 中短子育てパーク実行委員会  中国学園
3月 12日 （日） まちかど博　区づくり審査会  勤労者福祉センター
3月 16日 （木） 社会福祉協議会　吉備支部役員会  吉備公民館
3月 22日 （水） 児童クラブ連合会　総会  ピュアリティーまきび
3月 22日 （水） 岡山市防災会議  岡山市役所
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2016年8月29日（吉備公民館）

はAED配備実績


