
　昨年発生した7月豪雨では、私たちの吉備学区でも広範囲に
浸水被害が発生しました。この豪雨では、連続雨量が310.5mm
にも達する雨が降り続いたため、足守川及び笹ケ瀬川への排水
が追い付かず、広範囲で内水氾濫による浸水が発生いたしまし
た。一部の農業用排水機が故障した事も、被害が拡大した原
因と考えられます。
　7月6日の夜、避難指示が発令され、吉備中学校が避難所と
して開設され、最大140名程が避難されてこられました。また消防
団の方 は々、同日深夜、足守川左岸に土嚢を積むために活動し
ていただきました。
　この事を踏まえ、行政に対し、排水機場の点検整備を確実に
行うと共に、笹ケ瀬川右岸に整備を予定している都市型排水機
場の早期設置の要請をしました。
　皆様方に置かれましては、自助・共助の観点から防災教育・
活動に積極的に取り組んでいただくと共に、非常持出品等の個
人での備えをしていただく事を望む処であります。

吉備学区連合町内会長　西村 輝

　吉備公民館主催で、自助・共助に重点をおいた実習により、住民と地
域団体が協力して、地域防災力を高めることを目的とする防災キャンプ
を行いました。参加者は50名（子ども21名、大人29名）、ボランティアスタッ
フ64名で総計114名。地元協力団体は、連合町内会、小・中学校、吉
備学区栄養改善協議会、老人会、民生委員、愛育委員、体協、消防
団、小中PTA、ボーイスカウト都窪第2団、防災ボランティア、公民館。
　実施内容は、消火器・起震車体験とAED訓練、岡山市民体操・非
常持ち出し品確認、炊き出し訓練、HUG実習、そしてボーイスカウトによる
「子ども防災レンジャー隊」でロープ結びや救急タンカの訓練と、充実し
た内容で、多くの人の地域防災力向上につながりました。
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防災キャンプ平成30年7月豪雨について 2018年9月16日（吉備公民館）

　連合町内会主催で、「自主防災会立ち上げの必要性について」の
第１回防災委員会を開催しました。各町内会より会長、防災委員の方
25名、およびボランティアネットワーク9名の合計34名が集まり、岡山市危
機管理室の方に自主防災会の必要性、および現状と今後の展望につ
いてお話しと質疑に答えてもらいました。
　さらに、下東城之内元会長の曽我氏には自主防災会の維持管理
方法について、西向町内会林氏には西日本豪雨災害から学んだ対策
として、町内の浸水被害の現状写真と作成した地図を配布してもらいま
した。災害弱者に対して町内はどう対応して行けば良いか、そして今後
の対策についても解説してもらいました。
　その後は各テーブル毎に分かれ、災害から地域住民の命を守るには
どうすれば良いかに付いて特性要因図（魚の骨図）を使い提案してもら
い、闊達な意見が交換できました。今後各町内に持ち帰り、是非自主防
災会の立ち上げについて話し合っていただければと思います。

　みなさんは、ごく身近に「お遍路さん」があるのをご存じだったでしょう
か。知られざるパワースポットを求めて、大内田千手寺の第30代ご住職
である松本宣秀様にお話を伺いました。
　「千手寺を中心に、四国霊場八十八か所を模した『地場大師八十
八箇所』というのがあります。今から約220年前の江戸時代のころ、四国
巡礼から戻ってきた人たちが、その感激と信仰を地元でも再現しようと始
まったとされています。昭和60年頃までは、毎年2～3回、周辺集落の人
たちによる地場大師参りが行われていました」
　「ところが流通センターが開発されて一部移転されたこともあり、今は
訪れる人も少ないようです。しかし今なお一基も欠けることなく保存されて
おり、しかも地元のどなたかの手により、折 に々献花がなされ、いつも掃き
清められています。人 の々信心の尊さを感じます」
　家の軒先だったり脇道だったりに、ひっそりと、しかも人の心に深く根ざ
して今も残る八十八箇所の祠堂の数々。みなさんも休日の散策がてら、
訪ねてみてはいかがでしょう。

防災委員会

大内田の八十八箇所お遍路

2019年2月16日（吉備公民館）



4月 26日 （木） 連合町内会 役員会 吉備公民館
4月 28日 （土） 老人会連合会 総会 ＪＡ吉備支所
5月 06日 （日） 連合町内会 総会 吉備公民館
5月 15日 （火） 岡山市浸水対策協議会 市役所
5月 21日 （月） 社会福祉協議会吉備支部 参与会 吉備公民館
5月 23日 （水） 西警察署協議会 西警察署
5月 24日 （木） 公民館運営委員会 吉備公民館
5月 24日 （木） 中短子育てパーク実行委員会 中国学園
5月 26日 （土） 吉備体育協会 総会 吉備公民館
5月 27日 （日） 区づくり審査会 市役所
5月 29日 （火） 交通安全対策協議会 吉備公民館
6月 01日 （金） 岡山西防犯連合会 総会 西警察署
6月 02日 （土） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館
6月 05日 （火） 防災キャンプ実行委員会 吉備公民館
6月 06日 （水） 民生委員児童委員会 準備会 吉備公民館
6月 11日 （月） 西警察署協議会 西警察署
6月 12日 （火） 岡山市連合防火委員会 役員会 市役所
6月 25日 （月） 地域協働学校 吉備中学校
6月 26日 （火） おひさまクラブ運営委員会 おひさまクラブ
7月 06日 （金） ※ 西日本豪雨 
7月 07日 （土）  
7月 21日 （土） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館
7月 31日 （火） 防災キャンプ実行委員会 吉備公民館
8月 17日 （金） 放課後児童クラブ連合会 役員会 勤労者福祉センター
8月 18日 （土） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館
8月 21日 （火） 防災キャンプ実行委員会 吉備公民館
8月 27日 （月） 社会福祉協議会吉備支部 参与会 吉備公民館
9月 02日 （日） 吉備剣道錬成大会 吉備小学校
9月 15日 （土） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館

9月 16日 （日） 防災キャンプ 吉備公民館
9月 22日 （土） 吉備老人クラブ連合会大会 吉備公民館
9月 25日 （火） 西警察署協議会 西警察署
10月 03日 （水） 放課後児童クラブ連合会 総会 メルパルク岡山
10月 05日 （金） 岡山市浸水対策協議会 ほっとプラザ大元
10月 05日 （金） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館
10月 20日 （土） まちかど博物館 全体会議 吉備公民館
10月 24日 （水） おひさまクラブ運営委員会 おひさまクラブ
10月 28日 （日） 吉備学区 敬老会 中国学園
11月 01日 （木） 連合防火委員会 西消防署
11月 03日 （土） 吉備・陵南まちかど博物館 吉備・陵南
11月 04日 （日）  
11月 13日 （火） 土砂災害特別警戒区域 説明会 川入吉備団地集会所
11月 19日 （月） 岡山市浸水対策協議会 勤労者福祉センター
11月 29日 （木） 岡山市安全安心ネットワーク 防災専門部会 市役所
11月 29日 （木） 土砂災害特別警戒区域 説明会 吉備公民館
12月 01日 （土） まちかど博物館 反省会 吉備公民館
12月 18日 （火） 公民館運営委員会 吉備公民館
12月 21日 （金） 放課後児童クラブ 理事会 勤労者福祉センター
12月 22日 （土） 岡山市連合町内会　北区連絡会 サンピーチ岡山

1月 08日 （火） 放課後児童クラブ連合会 北区連絡会 勤労者福祉センター
1月 09日 （水） 岡山市連合町内会 新年互礼会 ピュアリティまきび
1月 24日 （木） おひさまクラブ運営委員会 おひさまクラブ
1月 26日 （土） まちかど博物館 企画委員会 吉備公民館
3月 18日 （月） 社会福祉協議会吉備支部 役員会 吉備公民館
3月 22日 （金） 交通安全対策協議会 吉備公民館
3月 28日 （木） 放課後児童クラブ連合会 役員会 勤労者福祉センター

　吉備・陵南まちかど博物館とは、吉備、陵南両学区の地域全体を博
物館に見立て、地域の歴史や史跡を紹介して、地域内の住民が自らの
ふるさとを知り、ふるさとに誇りが持てるような地域づくりと絆づくりのために
開催しています。
　当地域は、江戸時代以降に庭瀬湊を交通の要とし、庭瀬城址、撫
川城址の陣屋町として栄え、さらには犬養木堂、大賀一郎などの偉人を
輩出した所です。歴史的文化的遺産も数多く保存されており、地域内
の個人や寺社の所蔵する古文書、掛軸や古民具等を、一日だけ一般
公開しようというイベントです。
11月３日（土）17:30～20:00
　前夜祭として、吉備、陵南地域のイベント会場の他、回遊路全体に手
作りの行燈によるライトアップが行われました。また数ヶ所の会場で音楽
演奏等のイベントが開始され、庭瀬湊の常夜燈、庭瀬城址、撫川城址
や庭瀬往来に多くの来場者がありました。
11月４日（日）10:00～15:00
　14回目となる今回は70件の出店があり、天候にも恵まれ、大勢の来場

者でにぎわいました。個人や寺社での所蔵品（墨蹟、絵画、古文書、仏
像など）の公開展示や、地域の公民館での、古い民具や農機具などの
展示や体験、更に地域の遺産や資料にも触れ、地域の良さを再認識
することが出来ました。
　また、絵手紙や、凧や木のおもちゃなどを子ども達と一緒に作るコーナ
ーや、お休み処での音楽演奏や、福祉・健康関係など高齢者向けのコ
ーナーもあり、子どもからお年寄りまで、幅広い世代の方 に々楽しんでいた
だきました。その他、庭瀬かいわい案内人による地域の歴史についてのお
話や、伝統工芸品「撫川うちわ」の展示・製作体験なども行ないました。

今年も11月3日に開催します
近年、地域住民間のふれあいが少なくなってきている状況の中、地域内
の歴史的及び文化的な遺産を一般公開して、学び、伝承し、地域住民
がふるさとを知り、ふるさとに誇りを持てる地域づくりの為に、これからも吉
備・陵南まちかど博物館を継続していきたいと思っています。

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
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人　口 総人口18,850人（男9,137人・女9,713人）
 （295人増）うち65歳以上 3,861人（23%）
世帯数 7,995世帯 （182世帯増）

平成30年度 吉備学区連合町内会役員

平成30年度吉備学区連合町内会の予算内訳

第14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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ベルブール川入団地
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前川　
三谷　
桃太郎川入
若草町
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（円）

一般会計支出の部  
項目 予算額 
会議費(定例総会資料印刷代等) 10,000 
事務費(案内状郵送料等) 15,000 
まちかど博物館(補助金) 200,000 
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 
吉備まちづくりの会(補助金) 50,000 
負担金(岡山市連合町内会、防災委員会) 22,000 
AEDレンタル 92,378 
AMDAへ寄附金 10,000
地域課題解決対策(研修費用等) 50,000
安全安心ネットワーク補助金 50,000
災害時特別積立金(特別会計へ繰入) 50,000
電波使用料 2,700
 （支出合計 652,078）

次年度繰越金 319,975
合計 972,053 

特別会計の部
（災害特別積立金） 
前年度繰越金 2,550,000
積立金 50,000
合計 2,600,000

（円）

収入の部
項目 予算額
繰越金 330,267 
会費 403,560 
岡山市補助金 119,800
岡山市社会福祉協議会 68,400
岡山市北区総務地域振興課(安全安心ネットワーク補助金) 50,000
利息 26
合計 972,053

平成30年

平成31年

はAED配備実績
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