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シリーズ 後世に伝えたい にし★みなん 今とむかし３

水は大切だ ② ～ 今村の水道敷設は困難の連続だった ～

貝原珴璋さん

「至極簡単で容易な指の動作…するとたちまち清純なる麗水が…あゝ是即ち水の醍醐味。
」
これは、昭和 27 年（1952 年）
「今村上水道 20 周年を迎えて」と題して、貝原珴璋さんが書き残し
た原稿の冒頭部分です。貝原さんは、津高郡白石村（現北区久米）で生まれ、大正８年（1919 年）
から 20 年以上に渡り御津郡今村の村政に尽力した方です。
全国で初めて水道が敷設されたのは横浜（明治 23 年）
、2 番目が函館、3 番目は長﨑です。外国
に開けた港町だからこそ外国から持ち込まれる伝染病の蔓延を防ぐために先駆けて敷設されまし
た。岡山市は全国 8 番目で明治 38 年（1905 年）コレラの大流行がきっかけです。この頃は、御南
中学校区である御津郡今村や津高郡白石村はまだ岡山市に合併されていません。大正から昭和初
期にかけて上流の岡山市の発展に伴い、村民が生活に使っていた用水の水質はますます悪化、腸
チフスなどの伝染病で命を落とす人もいました。当時の今村の村民約 3 千人の健康のためにも上水道の敷設は絶対に必
要でした。でも、水道を作るには莫大なお金が必要です。昭和 2 年（1927 年）
、その敷設のために計上された工事費は 9
万 7 千円で現在のお金に換算すると 6000 万円ぐらいという説もあります。これを今村の約 500 世帯に割りてると 1 世帯
あたり 200 円（現在だと 12 万円くらい？ ）の負担になります。水道が大事なのはわかるけど農家の負担を考えるとや
っぱり延期した方が良いとの意見もあります。今村の助役だった貝原さん達は、当時の村民と何回も話し合いましたが、
昭和 5 年になっても未解決のまま。しかし、昭和 6 年になると、
「当初の予算から 3 万円減らした 6 万 7 千円のうちの大
部分を政府から低金利で借り、20 年間の水道使用料金でお金を返していく。
」ということで決着しました。さて、この工
事費のうち 6 万 5 千円を国から借りるために上京した人が、貝原さんです。緊縮財政の浜口内閣の時に莫大なお金を握
って帰ってこれましたが、東京に滞在した 16 日間のご苦労とご心労のため、ご本人曰く「頭髪は純白化」したそうです。
昭和 7 年（1932 年）12 月 26 日、今村小学校講堂での通水式が行われました。来賓を含め参列者は実に 470 名に達し
たそうです。貝原さんの原稿の最後には関係者の方々や村民への感謝が綴られています。そして「清水に慣れても、濁
水の昔を忘れないように心がけたい。
」と書き残されています。私たちが、今のよう生活ができるのも、先人の並々なら
ぬ情熱や努力のおかげなのですね。
ちなみに、この貝原珴璋さんは村政のかたわら俳壇で活躍、童話家として県内各地に招かれるなど地域の文化人とし
て知られています。貝原さんが書いたこの地域の民話「鬼と小娘」は未来社の「岡山の民話」という本に掲載されてい
ます。また、貝原さんが昭和 21 年に作成された「今村観光の栞」のコピーが公民館にありますのでご覧ください。

サロン交流会を開催しました♪
9 月 17 日(木)に第 1 回のサロン交流会
を開催し、御南中学校区で活動する 9
つの高齢者対象のサロンから計 17 名
の参加がありました。自己紹介、それ
ぞれのサロンでの活動紹介をした後は
コロナ禍での活動状況など、情報提供をしあいました。参
加者からは「他のサロンの活動を知ることができ、とても
参考になりました。
」
、
「新しいことばかりで勉強になりま
した。
」などの感想がきかれ、今後のサロン活動のヒント
を得る良い機会となりました。

舟ゆうさん 今年も！
９月６日（土）にベターライフの
主催で舟ゆうさんが開催されました。
距離は例年の半分でしたが、船頭さん
の案内を聞きながら川を進みました。
参加した子どもからも「ゆっくり進んで、まだ乗ってい
たいから」
「もう一回乗りたい」と楽しそうな声が聞かれ、
皆で良い時間を過ごすことができました♪

知って安心！女性のための防災講座(全 2 回)
１０月９日(金)に徳田恭子さん(まちづくり推進機構岡山
代表理事)を講師に招き、第 1 回「女性のための防災講座」
を実施しました。
「高齢者のみの家庭」
・
「女性の独り暮らし
世帯」
・
「乳幼児のいる家庭」といった様々な視点から考え
た避難のタイミング、ハザードマップの確認、自分の家の
危険度チェック、新聞紙でスリッパ作りなど、いざという
時に役立つ知識をたくさん学習しました。
参加者からも「具体的で分かりやすかった」
、
「目からうろ
こ、なるほどと思うことが多かった」という感想が寄せら
れ、有意義な時間となりました。
次回の日程・内容は下記の通りです。定員に余裕がありま
すので、興味がある方はぜひお申込みください。

【日 時】１１月１３日(金)１０：００～１２：００
【内 容】７月豪雨の経験からママたちが考える
「地域コミュニティとの関わり方と子どもの居場所」
【講 師】枝廣 真祐子さん(助け合うお母さんの会)

【休館日】１１月３日（火祝）
・４日（水）
・１１日（水）・１８日（水）・２３日（月祝）２５日（水）
１２月２日（水）
・９日（水）
・１６日（水）・２３日（水）・２８日（月）～３１日（木）
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戦後７５年伝えたい思い
～同じ過ちが二度と繰り返されることがありません
ように・・・～

被爆者 小野田久子さんの体験を聴く会
御南中学校区在住の小野田久子さんは、御年 92 歳、いつも

大輪の菊、11 月中旬に公民館へ
毎年、御南西公民館文化祭を華やかに
彩る、池葉須悦夫様の大輪の菊が今年も
玄関に飾られる予定です。文化祭は中止
となりましたが、手塩にかけて育てられ
た素晴らしい菊をお楽しみください。

お洒落で笑顔が素敵な女性です。小野田さんは、17 歳の時に

令和 3 年度クラブ講座申請

広島市内の自宅で被爆された体験を、語り部として今も子ど
もたちに伝える活動をしています。
「平和」はどのようにした
ら続けていくことができるのでしょうか。私たちが未来に伝
えていきたいことについて考えてみませんか?
【日 時】１１月２２日(日)１０：００～１１：３０
【対 象】どなたでも

【定 員】４０名

【申 込】公民館窓口または電話にて
※講演会は御南中学校生徒ボランティアにより

公民館のクラブ講座は参加者が主体的に運営し、
個人の趣味・教養を高めるとともに、地域の方々
との仲間づくりをする場です。令和 3 年度にクラ
ブ講座を継続または新設を希望する方は、下記の
「クラブ講座開設の要件」をご確認の上、クラブ
講座申請書を記入し、１１月２日(月)～１１月２８
日(土)の間に公民館へ提出してください。公民館で
日時・会場などを協議・調整いたします。

文字起こしされ、冊子となる予定です。

【🔶クラブ講座開設の要件🔶】
・人数：原則 10 名以上
・実施回数：原則月 2 回まで（1 回 2 時間以内）
コロナ対策をした、
公民館ロビーを
あなたの活動写真を募集しています! 明るく彩ろう♪ ・受講料：1 人 1 回 2 時間につき 500 円以内
・講師謝礼金：1 回 2 時間につき 15,000 円以内
公民館や地域で、3 密に気をつけて活動している皆さ
※営利・政治・宗教目的での活動は不可
ん、その様子を写真に撮って公民館のロビーに展示し
ませんか?だって、公民館は「みんなの笑顔が集まる
出
学びのひろば」だから♪
会
WITH コロナでも、楽しいワクワクした日常を皆で集
う
めましょう!!笑顔の写真、大歓迎です(^^)
山
陽
つ
詳細は御南西公民館までお尋ねください。

★写真サイズ：A5
★内容：新しい生活様式を取り入れた活動の様子や、
間隔をあけた集合写真でも OK です。
★提出方法：写真をそのまま提出して頂くか、公民館
のメールに添付して送付してください。
※新しい生活様式を取り入れた写真かどうかを確認
して掲示いたします。提出していただいた写真は
返却いたしません。

新
聞
令
和
二
年
九
月
一
九
日
掲
載

な
が
る
学
び
合
う
公
民
館

【各講座の申込方法】電話または直接ご来館の上、お申し込みください。
<開館時間>9 時 30 分～21 時（日曜日は～17 時）<休館日>水曜・祝日（水曜と祝日が重なる場合は翌日木曜日も）
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産後ケアヨガ＆ふれあいタイム

共催：くらしのたね / 協力：社会福祉法人 南野育成園

健康みなんにし２１主催

子育て中のお母さん、赤ちゃんと一緒に自分をいたわりなが

子育て座談会～発達障害を考えよう～

みなんにしディスコンの会

子育て孫育てで気になることや発達障害について、お喋りや

初心者や高齢者の方も気軽に楽しめるスポーツです。お気軽

【日 時】１１月１４日(土) １０：００～１２：３０
１２月１２日(土) １０：００～１２：３０

情報交換をしませんか。ホッとできるひとときをご一緒に。

にご参加ください。

【定 員】１５名 【材料代】６００円（当日集金）

【日 時】１１月１６日(月)１０：００～１２：００

【日 時】１１月３０日(月)、１２月１４日(月)

【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん 2～3 枚、マスク、

ら、リフレッシュしませんか。ヨガ未経験の方もどうぞ。

【日 時】１１月２６日（木）
１０：００ドアオープン、１０：３０スタート
～１２:００ フリートーク
【講 師】生本 かずみさん（ヨガ講師）
【対 象】生後３～７カ月までの赤ちゃんとお母さん
【定 員】親子６組
【申 込】１１月５日（木）９：３０～窓口または電話にて

１２月２１日(月)１０：００～１２：００

お弁当箱（持ち帰り用容器）

いずれも１３：００～１５：００

【対 象】発達障害に興味関心のある方

【定 員】２０人

【定 員】１５名

【申 込】公民館窓口または電話にて。

【持ち物】上履き、タオル、お茶

【申 込】公民館窓口または電話にて
※今年度は会食をせずに、お弁当を作って持ち帰って
いただきます。

【申 込】公民館窓口または電話にて

みなんにしシネマ

お知らせ

懐かしい映画を楽しみましょう。

子育てサポーター養成講座【全 3 回】

わくわく文庫

子育て中の方を応援したい方、ボランティア活動に興味のあ

【日 時】１１月９日(月)、１２月１４日(月)

る方、一緒に学んでみませんか。

男の料理教室

いずれも１０：００～１１：００

【日 時】１２月１日(火)１０:００～１２:００

以下の講座は当面の間お休みします。

【内 容】
「三十四丁目の奇跡」1947 年：96 分・字幕

・「パソコン教室」・「パソコンにさわってみませんか?会」

【日 程】

【内 容】季節のわらべ歌、読み聞かせなど

【受講料】無料 【定員】４０名

・「パソコン相談室」

① １１月 ５日(木) １０：００～１１：３０

【定 員】親子１５組【申 込】各回とも必要

【申 込】公民館窓口または電話にて

以下の講座は今年度は中止します。

「お口の機能を育てましょう!～保育現場からのメッセージ」

おとうさんの子育て応援講座

② １２月 ３日(木) １０：００～１１：３０

【日 時】１１月 ８日(日)１０：００～１２：００

「幼児向けの 3 密にならない遊びと楽しく遊ぶ知恵」

「クリスマス会の準備をしよう!」

② １２月１７日(木)１０：００～１１：３０

１２月１３日(日)１０：００～１２：００

「わらべうたを学ぼう」

「みんなで楽しむクリスマス会」

【定 員】２０名 【受講料】 無料

【対 象】生後 10 ヶ月～就学前の子どもとその父親

【申 込】公民館窓口または電話にて

【定 員】１５組【申 込】必要

２１元気教室

健康みなんにし２１主催

・「いきいき健康ウォーキング」

みなんにし音楽会

みなんにしレクリエーションクラブ

昼下がりのアンサンブルコンサート
～ 御南中学校吹奏楽部 ～
【日 時】１２月２０日(日)１４：００～１５：３０

みなんにし親子ひろば

※開場１３：４５～

【日 時】１１月３０日(月)、

【内 容】吹奏楽部１・２年生約５０名が、４～８人で編成

「いつまでも笑顔で！いつまでも元気で！」OKAYAMA 市

１２月２１日(月)「クリスマス会」

民体操や脳トレなど行います。

された１１グループでアンサンブルをします。吹奏楽の様々

いずれも１０：００～１１：３０

な楽器の音色を聴くことができます。クラッシックから親し

【日 時】１１月１０日、２４日
１２月１日、８日、１５日
全て火曜日 １３：００～１５：００
【申 込】必要

介護予防教室 「御南西ふれあい元気教室」
【日 時】１１月１７日(火)１０：００～１２：００
「衰えやすいバランス力 ながら運動で転倒予防!
バランストレーニング」
１２月２２日(火)１０：００～１２：００
「みんなで防ごう誤嚥性肺炎!のどの体操＆呼吸
トレーニング ストレッチ体操」
【対 象】 おおむね 65 歳以上の岡山市民
【定 員】３３名
【準備物】運動できる服装、お茶等水分補給できるもの
【申 込】各回ともに、下記の期間中に公民館まで。
１１月：１１月 ５日(木)～１１月１５日(日)
１２月：１２月 １日(火)～１２月１５日(火)

【対 象】２才の誕生日を迎えるまでのお子さんと保護者
【定 員】２５人【申 込】各回とも必要

お知らせ

ゴミ０講座

コ生活のススメも学びましょう。ちぎりパンなど作ります。
【日 時】１２月７日(月)１０：００～１２：３０
【講 師】食生活アドバイザー 亀山 緑 さん
【対 象】就園前の親子（一緒に作業ができること）
【定 員】５組
【材料代】５００円
【申 込】１１月９日（月）９：３０～材料代を添えて

※座席の間隔を確保するため定員を厳守しますので、事前申し込みをお願いします。【先着順】
※今後の状況によっては、変更・中止する場合があります。

「3 密にならない遊
び」をテーマに、各
グループで意見を出
し合いました。

みやすい曲までお楽しみください。
【対 象】子どもから大人まで
【申 込】１１月１９日（木）９：３０～公民館窓口または
電話にて

おかやまケンコー大作戦
公民館講座も

小さなお子さんと一緒に生地をこねこね！家庭でできるエ

公民館窓口まで

クラブ」がスタートしました。
この活動は御南中学校生徒有志が幼い子ども達を遊ばせるボ
ランティア活動です。
2 年目の今年は、21 名のボランティア申込がありました。
初回となった 9 月 26 日(土)は皆で自己紹介をした後に「か
える」
、
「うさぎ」
、
「パンダ」の 3 つのグループに分かれ、小
学生対象の「秋のお楽しみ会」に向けて出し物を考えました。

【定 員】２５人

「赤ちゃんとスマイル はじめの一歩」は、残念です
が今年度中はお休みします。
塗り絵カレンダーは毎月
公民館に準備していますので、お楽しみください。

親子でこねこね！パン作り

昨年度に引き続き、今年度も「みなんにしレクリエーション

9 月 1 日より、岡山市の公民館の
ポイント対象☆
主催講座・クラブ講座に参加すると
1 日につき 5 ポイントを貯められるようになりまし
た。講座に参加後、公民館講座専用ポイント台紙(窓
口にあります)にスタンプを押し、月末に公民館へ提
出してください。貯まったポイントは商品券等の景
品と交換することができます。ケンコー大作戦のパ
ンフレットも公民館にありますので、まだ登録して
いない方もこの機会に「おかやまケンコー大作戦事
務局」までぜひお申し込みください♪

図書コーナーの利用について
公民館の図書コーナーには大人向けの本が約 6180 冊、
子ども向けの本が約 3900 冊あります。岡山市に在住・
在勤の方はどなたでもご利用いただけます。
読みたい本がない場合も、予約カードに記入して公民館窓
口へ提出していただくと、中央図書館から取り寄せること
ができます。詳細は公民館までお問い合わせください。
【貸出期間】2 週間
【貸出冊数】お 1 人 5 冊まで
※御南西公民館で借りた本は、
御南西公民館へ返却してください。

※ご来館する際は、ご自宅で検温し、マスクの着用をお願いします。

