「岡山市連合町内会会報」第 号の発刊に寄せて

久和

から新しい制度が導入される

会長 兼松

くお礼申し上げます。

等、諸般の状況を勘案し平成

岡山市連合町内会
「岡山市連合町内会会報」は開

⑤岡山市連合町内会は、政令指

定都市岡山の包括的住民自治

組織として全国に範たるに相

応しい体制に磨きをかけ、引

続き全国自治会連合会・岡山

年度は多岐にわたる事業計画の

知名度アップに貢献する

山から情報を発信し岡山市の

県自治会連合会の核として岡

かれた連合町内会の広報活動の

中で重点的に次の事業を推進す

平素は岡山市連合町内会の運

清栄のことと拝察申し上げます。

係各位におかれましては益々ご

金秋の候、町内会、自治会関

の運営の糧となっております。

紹介いただき地域活動や町内会

域における先進的な取組みをご

会長等の関係者の皆様には、地

連合町内会長をはじめ単位町内

なります。この間、学区・地区

②平成 年度岡山市連合町内会

制度の実地調査・研究等

を養う観点から韓国の町内会

会町内会との交流や国際感覚

強会の開催、先進都市の自治

て時宜を得たテーマを定め勉

①会員の資質向上策の一環とし

る所存であります。

い、岡山市連合町内会の発展向

ても胸襟を開いて意見交換を行

組んでまいります。

ても手順を踏みながら着実に取

今年度事業の推進につきまし

は 〜 ページに掲載）

（平 成

てまいりました。（本紙は

き年々内容の充実を図っ

れた（会長・副会長・常任理

役員改選から定年制が導入さ

おわりに町内会長各位のご健
A4版 ページ）

勝をお祈りするとともに、今後

上に努める所存であります。

また町内会長等懇談会におい

3 21

事は役員改選年度の 月 日

号を発刊し、この度で第 号と

営並びに事業活動の推進に格段

この会報も企業協賛をいただ

2

年度事業計画の全文

一環として平成 年 月に創刊

21

のご支援とご協力をいただき厚

3

1

21
ることは必定であり地域

長の役割は大きく重くな

各種団体を束ねる町内会

権が推進され地域社会で

付け区制による都市内分

政令指定都市元年と位置

さて今年度は、岡山市

合について取組む

やかに合併地区区長会との統

に資するとともに、可及的速

置し、効率的で合理的な運営

③組織のあり方検討委員会を設

が円滑に行われる体制を構築

ら選任する）向後の世代交替

現在に於いて 才未満の者か

といたします。

謝申し上げ発刊に寄せることば

きました企業各位に衷心より感

申し上げあわせてご協賛いただ

倍旧のご支援とご協力をお願い

④平成 年 月、岡山市連合町
とが肝要であります。ま

いの資質の向上を図るこ

年から平成 年までの追録を

い記念誌を発行した。平成

内会創立 周年記念式典を行

20

15

とも岡山市連合町内会に対して

住民の多様なニーズに的

6
た岡山市連合町内会役職

確に対応できるようお互

75

作成し 周年に備える

40 1
役員の選出方法も今年度

15

50

1
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14
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16
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〒701-1211

法人本部

できる態勢を整えなければなら
ない。

り、福祉、環境、教育、保健衛
生、交通安全等、住民生活に直
結する諸問題について、包括的
住民自治組織の代表として建設

4

年度定期総会概要
また一方では、岡山市連合町
内会は、本年度に於いても引き

「障害のある方の～働く・暮らす・楽しむ～を支援します」

①平成 年度事業報告
②平成 年度収支決算報告及び
監査報告
③役員の承認
④平成 年度事業計画（案）
⑤平成 年度収支予算（案）
慎重に審議を行った結果、い
ずれの議案も原案どおり承認さ
れた。

的な提言を行なうとともに、地
域住民が自ら企画し参加する各
種行事に積極的に取り組み地域
の活性化に中心的な役割を担
う。また、おかやま桃太郎まつ
り運営委員として参画する。
②会員の資質向上についての取
り組み
地縁団体（自治会、町内会）
への評価が高まるに連れ、審議
会等への参加要請が増加する傾
向にある。我々としても、より
一層の研鑚に努めるとともに、
勉強会の開催等も検討する。
③視察研修のための調査及び研
修交流会
◦地域を統括する、望ましいリ
ーダーとしての視野を広める
とともに見識を高めるため時
宜を得たテーマにより先進都
市（政令指定都市）の住民自
治組織の活動状況等の視察を
行う。
◦国際感覚を養う観点から、制
度的に確立した町内会が現存
する韓国の地縁団体の実情を
調査し向後の交流に備える。
④市長・市幹部及び教育長との
懇談
行政との「協働のまちづくり」
を推進するため、市長、市幹部
及び教育長との意見交換を行

わくわくワーク(知的障害者通所授産施設)
わくわくハンド・ベル(知的障害者通所授産施設)
わくわくサポートセンター（障害者地域支援センター）

●平成 年度事業計画

続き全国自治会連合会、岡山県
自治会連合会の中核として、範
たるに相応しい資質の涵養と品
格の保持に努めなければならな
い。
さて、岡山市は、現行の地方
自治制度上、最も自立した都市
である政令指定都市へ移行し
た。平成 年度を、政令指定都
市元年と位置付け「岡山市都市
ビジョン」において、めざすべ
き都市像である「水と緑が魅せ
る心豊かな庭園都市」の実現に
向けたプロジェクトの一つとし
て環境保全活動の輪を広げ、環
境先進都市の実現に向けて取り
組みたい。また引き続き合併
町の区長会との連携を図りなが
ら可及的速やかに合併に向けた
具体的な検討を開始しなければ
ならない。
我々は、崇高なボランティア
精神を発揮し、地域リーダーと
しての自覚のもと、岡山市民す
べての究極の目標である「平穏
で安らぎのある地域社会」の構
築に向けて、次の事業を推進す
る。
①「まちづくり」や大型イベント
への参画
県・市審議会、委員会、協議
会等に委員を派遣し、まちづく

「うまく、早く、感じ良く、なおかつ安く」

金 曜 会

社会福祉法人

岡山市連合町内会は、自主的
で包括的な住民自治組織として
常に市民福祉の向上と良好な地
域社会の維持及び形成に向けて
行政との協働による「まちづく
り」を推 進し、岡山市の発展に
寄 与しているところであ
る。
昨今、地域の活性化事
業への取り組みや防犯・
防災対策及び高齢者等が
一人でも安心して暮らせ
るコミュニティづくりの
推進に当たり、自治会・
町内会等地縁団体の果た
す役割が高く評価されて
いるところである。従っ
て、我々は、地域におい
て諸々の組織を統括、調
整することが肝要であ
り、地域住民の多様なニ
ーズに的確、迅速に対応

21

21
10

75

20 20

21 21

21

平成
4

岡山市連合町内会は、平成
年 月 日午前 時からメルパ
ルク岡山において、市内学区・
地区連合町内会長 名の出席の
もと、平成 年度定期総会を開
催した。
はじめに、兼松久和会長があ
いさつを述べた後、岡山市連合
町内会表彰規程に基づき、永年
町内会活動に功績のあった方々
に対し、兼松会長から表彰状、
感謝状及び記念品の贈呈が行わ
れた。
続いて、髙谷茂男岡山市長及
び宮武博岡山市議会議長から祝
辞をいただいた後、議案の審議
に入った。
6

める。
⑨広報・広聴活動の充実と市民
情報化の推進
広報紙「岡山市連合町内会会
報」記事の充実と増刷、年２回
の発行により、全ての岡山市民
に対して情報提供が可能となっ
た。また、開かれた当会の運営
理念に則り、ＩＣＴ推進専門委
員会を核として、市民情報化及
び電子町内会の拡大推進を図る
こととする。
⑩男女共同参画社会の推進
男女共同参画専門部会におい
て、女性町内会長等の意見を聴
き、組織の運営に反映するとと
もに、女性町内会長等の登用に
ついて検討する。
⑪安全・安心ネットワークの推
進
安全・安心の地域社会の構築
に向けて、岡山市安全・安心ネ
ットワーク連絡協議会と連携し
効果的活動について、さらに検
討を加え、強力に推進する。
⑫町内会長等懇談会の開催
岡山市連合町内会の活動状況
等を広く岡山市内の町内会長等
に周知するとともに、各町内会
長等が情報交換を行うことによ
り、相互の理解と連携をより深
めるため町内会長等懇談会を開
催する。前回までの経緯を踏ま
え、
さらに参加者の増員を図る。
⑬町内会・自治会への加入促進
昨今、
町内会等への加入率が、

い功績を讃える。

●新役員のお知らせ

平成 年度定期総会におい
て、次のとおり新役員が承認さ
れた。
◎会 長
兼松 久和
◎副会長
岡
恒夫・秋山 卓一
深井 忠夫
◎常任理事
中川 和彦・黒住 小弥太
小山 亮一・池上 正和
池田 太郎・西谷 萬二
◎理 事
赤木 實男・大和田 黎子
目黒 宏平・岡村 耕輔
佐藤 芳範・高原 久幸
荒木 弘之・那須 友也
國富 雅之・黒田 智昭
村田 智美・横山
洋
渡邉 光章・上岡 克成
樋口 正信・河内
操
遠藤 太郎・松井 猪八郎
近藤 正和
◎会 計
分島 良倶・吉森
旭
◎監 事
則安 基直・藤原
浩
なお、同日開催された理事会
において赤木實男氏、片山晋氏
の相談役就任が承認された。
◎相談役
赤木 實男・片山
晋

〒700-0956 岡山市南区当新田107
℡（086）241-6670

やや低下傾向に推移しているこ
とに鑑み、地縁団体の有効性、
重要性等の観点から未加入者へ
の加入促進活動を強力に推進す
る。
⑭ＪＲ（山陽本線）岡山・姫路
間への快速電車の導入
一昨年、昨年に引き続き、岡
山市民の利便性の向上等の観点
から、姫路市連合自治会をはじ
め沿線の自治会と連携しつつ快
速電車の導入について関係機関
へ粘り強く要望活動を展開する。
⑮岡山市連合町内会創立 周年
記念誌の追録の作成
平成 年、岡山市連合町内会
創立 周年記念誌が発刊された
が平成 年度から平成 年度分
の追録を作成し保存する。
⑯定年制の導入
平成 年度から岡山市連合町
内会の会長、副会長、常任理事
への定年制導入に伴い、向後の
執行部が円滑に活動できる体制
を構築し、政令指定都市元年と
位置付け岡山市連合町内会とし
ての大きな役割を充分果たすこ
とができるよう万全を期す。
⑰顕彰の実施
会長表彰・感謝状の贈呈のほ
か、藍綬褒章、総務大臣表彰、
国務大臣防災担当表彰、国家公
安委員会委員長表彰、全国自治
会連合会会長表彰、県知事表彰、
岡山市有功表彰、市長表彰や民
間の顕彰制度に幅広く推薦を行

252-2261

(086)

3

岡山市東区南水門町713
電話 0120-468958
http://www.yu-yamane.jp

昇

岡山市北区谷万成１ｰ６ｰ５

イ シ イ

石 井

有限会社やまね

自 転 車 の

小林 建太郎

院 長

40

20

理由あって人気です。
仏事用仕出し
立飯、仕上げ料理、仏事用他

臨床研修病院指定

湯迫温泉白雲閣
岡山グリーンホテル

日本医療機能評価認定病院

15

40

15

21

い、町内会と行政との協力関係
のより一層の強化を図る。
⑤県知事・総務大臣との懇談
地方分権型社会における住民
自治連合組織の役割についてそ
れぞれの立場から意見交換を行
い県政、国政に対しても提言す
るとともに自治会連合会等への
支援要請を行う。
⑥産官学及び各種団体との交
流・連携
幅広い視野から地域づくりの
リーダーとしての活動を行うた
め、行政、経済界、教育界及び
ボランティア組織等の各種団体
との連携・交流を推進する。
⑦姉妹交流提携の促進と郷土史
の顕彰
岡山市、鳥取市、姫路市は池
田光政侯ゆかりの地であり、姉
妹交流提携を行っている。今後
とも 市の連携を強化し、それ
ぞれの住民自治組織の糧とする。
さらに、
温故知新の観点から、
戦国の雄・岡山の開祖、宇喜多
氏ゆかりの地との交流等を行う。
⑧岡山県自治会連合会・全国自
治会連合会の活動
岡山市連合町内会が中心とな
り、組織の拡充を図るため、県
内の未加入市町村へ加入促進活
動を行う。併せて、全国自治会
連合会中四国自治会連絡協議会
等関係会議及び全国自治会連合
会の諸活動にも積極的に参加
し、他の組織との交流連携を深
3

21

日

姉妹交流 会

岡山市・姫路市・
鳥取市自治組織
期 日
平成 年 月
場 所
鳥取砂丘情報館
サンドパルとっとり

ティの活性化の

『地域コミュニ

交流会では、

が、他の自治会との交流会に参

での理解不十分なことも感じた

や、多岐にわたるため、時間内

交流会の懇談内容は地域性

岡山済生会総合病院

岡山市北区伊福町一丁目 17‒18
電話 086-252-2211（代表）

副 会 頭

副 会 頭

副 会 頭

副 会 頭

会

窪津

松田

久

古市大藏

若林昭吾

木谷忠義

岡﨑

誠

彬

専務理事

頭

回復期リハビリテーション病棟

済生会吉備病院

岡山市連合町内会

内会長や役員からの意見を集約

晋

平成 年 姫路・鳥取間締結
する場の設定、自治会に女性が

相談役 片山

平成 年 鳥取・岡山間締結

参加しやすいシステムづくり
や、自治会に対する関心の高ま

平成 年 岡山・姫路間締結
この姉妹交流提携を受けて過

年度決算額

姫路からは、姫路市連合自治

て発言した。

りに向けての啓発活動等につい

岡山市

去 回の交流会が開催されてい
る。
第 回 平成 年

会 実 施 事 業（

₁0，782，000円）と姫

姫路市

そして、第 回姉妹交流会が

路市実施事業（一地区 万円限
度）について紹介があった。
鳥取からは、鳥取市自治基本
関連する『まちづくり協議会』

ための方策と取

加し感じたことも含め、 点を
住民・議会・行政の協働が
住みよい社会をつくる。
自治会の存在が年々大きく

岡山市北区高松原古才 584‒1
電話 086‒287‒8655（代表）

URL：http://www.silver21.or.jp/

姉妹交流の始まり
第 回 平成 年

合 自 治 会・鳥 取 市 自 治 連 合 会
鳥取砂丘情報館サンドパルで開

岡山市連合町内会・姫路市連
は、藩主池田家の縁により、姉
名・鳥取市 名と来賓祝辞をい

条例（平成 年施行）の制定と、

子鳥取副市長様

り組み状況につ

換がされた。
岡山からは、

認められつつある。
行政の自治会に対する人
共同参画専門部

ある。

的・経済的支援に大きな差が
とと、女性の町

会を設置したこ

月に男女

3

3

年

1

2

のもと、情報交

あげてまとめとしたい。

あった。

の設立について等の情報提供が

ただいた林由紀

25

いて』のテーマ

した。

49

8

北区

18 17 5

催され、岡山市 名・姫路市

いる。

18

の計 名が参加

20

17

がん診療連携拠点病院
災害拠点病院

笑顔とふれあいで満ちた介護

26

妹交流提携を次のように結んで

20

4

3

13

20

4

20 19

2

1

2

21

!!

明るく心地よい開放感と海を感
じさせるマストをモチーフにし
たスマートなデザインの新電停
設置や高頻度運行により利便性
の向上に務めている。
★環境
路面電車は、道路混雑緩和や
交通事故防止、二酸化炭素・窒
素化合物の削減と制振軌道の採
用により騒音・振動の低減に効
果があり環境にやさしい乗り物
である。
◎沿線概要
運賃：均一区間制
大 人（ 才以上）200円
小 人（ 才以上）100円
乳幼児（ 才未満）無料
区間：富山駅北～岩瀬浜 駅
・ ㎞
軌道区間 ・ ㎞
鉄道区間 ・ ㎞
（旧JR富山港線）
7

南区

•定年制の導入について
•その他

高岡市連合自治会は、組織は
大きくないが活動は熱心・活発

であり、町内会加入率は ・
％と高水準を保っている。
また、行政の支援は物心とも
に温かく、手厚いように感じら
れた。

4,817,000

6

（注）岡山市人口は、21. 2 . 1 現在で、面積・人口以外は合併 4 町を除く。

88

12,168,000

698,033 1,591

87.0

789.91

84

岡山市

5,240,000
178,738

10,300,000
209.38

88.6
高岡市

5

市補助金額
（円）
人口
（人）

36
615

予算額
（円）
単 位 連 合 加入率
町内会 町内会 （%）
面積
（k㎡）

所要時間：約 分
運行間隔： 分（ラッシュ時
は 分）
社名：富山ライトレール株式
会社
岡山県でもＪＲ吉備線に導入
を検討されているが、実現すれ
ば地域住民の利便性が向上され
地域の活性化が図れるのではな
いかと期待される。

8

24

15

10

高岡市：高岡市連合自治会と
交流・懇談
高岡市連合自治会役員 名・
事務局 名
高岡市では、「水・みどり・人
光り輝く躍動のまち高岡」を
目指しており、連合自治会とし
ても事業の推進に協力し、市民
が心豊かで幸せな生活の実現に
取り組んでいる。
高岡市連合自治会から活動状
況の概要説明があったのち、次
のこと等について双方が熱心に
意見交換を行った。
•安全・安心の取組について
•男女共
同参画に
ついて
•町内会
加入率向
上につい
て
•会報の
発行につ
いて
5

平成 年 月 日
（日）～ 日（月）岡
山市連合町内会常任
理事会構成員等 名
は、富山県富山市・
高岡市を訪問した。
富山市：富山ライト
レール
「ポートラム」
平成 年 月 日
に運行を開始した全
国初めての本格的Ｌ
ＲＴ（次世代型路面
電車システム）は、
地域に密着した安全
安心・快適で環境に
やさしい公共交通を
目指して設置され、
各方面から高い評価
をうけ数々の賞を受
けている。
★安全安心
バリアフリーの低
床車両 台（パープ
ル・ブルー・グリー
ン・イエローグリー
ン・イエロー・オレ
ン ジ・レ ッ ド の
色）を導入し、利用
者へのやさしさに配
慮して、乗り降りは
もちろん車内に段差
もなく車椅子やベビ
ーカーも楽に利用で
きる。
★快適
大きな車窓による
6

平成21年度


考）

（参

6 6 12

7

21

13

29

6

4

22 21

18

7

恒夫
副会長 岡
 岡山市連合町内会

岡山市連合町内会役員視察報告

6 1

5 1

13

学区・地区の動き

10

いま、加茂学区安全・安心ネ

ットワークでは、高齢者・弱者

の見守りと、支えあう仕組み作

りをテーマに『加茂ケア部会』
を立ち上げた。

構成団体の中で、特に地域ケ

アに関係する 団体のリーダー

及び北ふれあい包括支援センタ

ーの方々をメンバーに、それぞ

れの役割や活動内容等を相互理

解し、ケア情報や課題を共有し
て行こうとしている。

部会では、地域の在宅介護支

援業者から、現状の問題点やこ

れからの課題を説明してもら

い、時により、保健センター、

社会福祉協議会からも出席して

や配布物の配達人に甘んじてい

町内会長が、ただ単に回覧物

らない。

る情報交換の場に止めず、具体

頂いている。この部会は、単な

的に「ケアマップ」の作成を目

長の選出や任期は各々まちまち

て良いのか？否である。町内会

加茂学区の高齢化率（全人口

であるが、学区全体を束ねてい

指している。

に対する 歳以上の割合）は、

るのは、町内会長。あらゆる面

でキーパーソンである。近い将

来を見据えた時、その役割や任

務の中に、自らの町内の見守り

見守りと支えあう仕組み作り

題にどう向き合っていくのか？

る中、学区全体が地域ケアの問

この様な事態が差し迫ってい

あってはならないと考える。

終わってしまう様な加茂学区で

祉の向上」が単にお題目だけに

「地域の活性化」や「社会福

者であらねばならないと考える。

や、支えあう仕組み作りの主導

を真剣に考えていかなければな

昇するはずである。

年後以降、急速にこの数値は上

2

・ ％、庄内、鯉山を ポイ
ント上回っている。

団塊の世代が 歳を迎える

4

6

8

65

鹿田学区は岡山市の中心部に
位置し市役所、大元駅があり、
近年多くのマンションが建設さ
れ、現在学区には1₆，000
人の住民が居住しています。永
年懸案の瀬戸大橋線の高架化が
なされ、学区内の東西の行き来
もスムーズになり、また、津島
青江線が開通し、学区内の交通
量は周辺の主要国道、県道より
多くの車輌が流入し、交通は極
めて輻輳しています。従って学
区民殊に子ども達は危険と直面
しながら通園、通学をしており
ます。
なお、平成 年前後までは年

間に ，000件を超える事故
がありましたが、現在は700
件台で推移しております。新道
路の開通により交通の流れが変
化するなかで交通安全対策協議
会、交通安全母の会等と日々の
活動はもとより、通学路の改善、
危険箇所の再点検等で常に学区
内の道路交通状況の把握を心が
けています。また、小中学校、
ＰＴＡ等々学区内各種団体のご
協力を頂き交通安全活動を実施
しています。県警ふれあい号で
の保育園児、幼稚園児、また、
老人クラブの参加による交通安
全教室の開催・小学生と学区内
各種団体の参加によ
る街頭での交通安全
啓 蒙 活 動・西 警 察 署
交通企画課員、シルバ
ーサポーターによる
学区民への交通安全
啓 蒙・春 秋 の 交 通 安
全市民運動期間中の
街 頭 で 啓 蒙 活 動・年
末には交通量の多い
主要交差点やショッ
ピングセンター周辺
で近隣の町内会長さ
んをはじめ町内会の
皆様の参加を頂き薄
暮時の自転車のライ
トアップ指導を行っ
ています。

65

会長

好和

3

加茂学区連合町内会

加茂ケア部会

宏平
目黒
会長

定廣
26

鹿田学区連合町内会

安全・安心ネットワーク
安全な街づくりの交通安全活動

1

操南学区連合町内会

平成 年、初めての連合町内
会長を拝命して、 年は矢の如
く過ぎ去りました。長年の学区
の熱望であった、コミュニティ
ハウスも、
関係各位のご理解と、
ご協力により、岡山市で 番目
のハウスとして、平成 年４月
に誕生いたしました。地鎮祭に
は、紆余曲折の過去を想い起こ
して、感動と感涙にむせびまし
た。そして、我が子を育てる様
に、完成を夢見た者は、私一人
ではないと思います。
また、
いざオープンとなれば、
今度は管理運営に、委員一同の
意見は、最高の運営をしたいが
故に、泉源の湯の如く、意見百
出の毎日でした。幸いにも、地
域のボランティア（運営部員）
の絶大なる協力と学区の皆さん
の温かい、ご支援とご理解で、
操南コミュニティ丸は、環境に
優しい風、自然エネルギー（地
域の皆さんの理解と協力）に併
せて、操船する船員（運営部員）
のエンジン（熱意と行動力）が
加味されて、順風満帆の地域の
活性化という大海原に向けて出
航、航海を続けて今日に至って
います。
また、イベントの「翔け操南
ふれあい祭」も第 回の節目を
迎えております。これといった
郷土の特産物もなく、ただ新田
1

10

魂を持った先輩達の苦労があっ
て、今日に至っております。私
達の誇れるものは、黄金の稲穂
が宝物と言えるでしょう。しか
し、農業後継者も少なくなり、
高齢化した農業従事者が多くな
った今日、休耕田に併せて住宅
乱開発もちらほら見えて、時代
の流れに翻弄されているのが現
状と思われます。学区の活性化
に向けて、要望や意見は船頭多
くして、船山に登る感がありま
すが、私達は、一歩一歩道は遠
くても休むことなく、進むのみ
です。平和で幸福な学区となる
ように、いや、学区でなく「操
南家族」というような地域にな
りたいと、夢を膨らませていま
す。学区の皆さんのご理解と、
ご協力で一日も早く誇れること
を願って、前進しております。
15

11

り組んでいる。当学区も多分に
漏れず少子高齢化の進行する過
疎の地区にある。その地域にあ
って、子どもは国の宝の観点か
ら、他地域に先駆けて安全パト
ロール隊の結成や心にやさしい
光とされる青色回転灯の設置
等々、安全安心対策に取り組ん
でいるところです。物が栄え、
心が滅びるといわれる風潮の
中、物心両面から、貧しくとも
心豊かな田園都市幸島を目指し
て頑張りたいと想う、それが我
が守り神とする亀にも似た歩み
であったとしても…。

7

近藤志津雄
会長

やま形の提灯を飾り、ピーヒ

ャリ、ヒャリコの笛、カネ、太
鼓。子どもらの「オオ」のかけ
声、祇園囃子を奏でながらシャ
ギリ船が水門湾を巡航する。神
武天皇の水先案内をした神が乗
った大亀の化身（亀岩）を祭っ
た満潮祭、通称亀岩まつりが旧
暦 月 日に行われる。当学区
の紹介は、この亀岩様をおいて
語れない。また、当幸島新田は
開拓300年に当たる。内海に
点在する小島と干潟を締め切り
堤防として今日の新田農地とす
るには、一心一体の共同作業な
くしては難事業の新田
開拓はなかったと想
う。改めて先祖先人の
苦労を想う。この開拓
農民の祖と敬う幸島の
宮山にある幸島稲荷神
社300年祭を昨年
月 日に地区民挙げて
祝った。今なお当学区
が伝統的に結束、団結
と強い絆で結ばれてい
るといわれるのは、こ
の先輩先人達の開拓魂
の現れであろう。今や
一極集中の中央政治か
ら、地方分権政治へと
変換しつつある。特色
あるまちづくり、村お
こしと様々な対策に取
6

24

幸島学区連合町内会

幸島新田開拓300年に想う

74

21

亮一
小山
会長

我が学区の現状と夢

20

だし学区は福田に所属している

妹尾地区の 町内会がある、た

通情報では必ず出てくる「国道
ので学校関係の活動（登下校の
見守りや交通指導など）は福田

学区の北には足守川が流れ途

正直
藤澤

わが福田学区は、ラジオの交
号線古新田西交差点」と次の

交差点には岡山でひとつしかな
学区として参加している。
地区になるので新しく住民にな
った人たちは理解するのに時間

なり無理をしての合併だったの
中からは笹が瀬川となり児島湖

がかかるようだ。

か蝶が羽を広げたような地形に
に注ぐ。

合併し福田村ができている、か

しかし、行政に関しては妹尾

い総合ゲームセンター 階建の

明治 年に大福村と山田村が

ている。

ビルが小学校の前にどんと構え

5

なっている。広げた羽の間には

り組んでいます。隔年で
行われる「つぼ網体験学
習」が今年もありました。

高学年の児童が漁協と協
力して海に設置したつぼ
網から魚を引き上げ、港
で保護者とともに魚をさ
ばき調理し食する活動で
す。船に乗り沖に出てつ
ぼ網を引き上げる児童の
顔 は 生 き 生 き と し て、
様々な種類の魚に大きな
歓声が湧き上がりまし
た。また、恐々と魚をさ
ばいていた児童が、体長
、 センチもあるチヌ
やセイを豪快にさばいていく姿
はとても頼もしく感じました。
この子どもたちが故郷「小串」
を体感し、忘れ得ぬ体験となっ
たことはこの上ない喜びであ
り、健やかな成長を願わずにい
られません。地域として何がで
きるかを考え、小串学区安全・
安心ネットワークを立ち上げま
した。登下校時の見回りをして
いる青色パトロールをはじめ、
学区にある様々な団体が連携
し、地域にとってかけがえのな
い子どもたちの健やかな成長を
願い、安全安心を守ることを目
的として日々活動をしていま
す。小串の自然を生かした地域
づくりを進めています。

40

昔は、足守川ではシジミが、

岡山市の南部、瀬戸内海に面
し東西に児島半島が延びていま
す。小串はこの半島の北東に位
置し、児島湾の入口にあたりま
す。金甲山や貝殻山といった国
定公園と海に囲まれたたいへん
風光明媚な学区です。明治 年
に相引・米崎・向小串・小串・
阿津・西原が合併し大門村とな
り、明治 年に小串村と改称し、
昭和 年に岡山市に編入されま
した。
こ ぐし
小串という地名の由来は、児
島湾入口の小口から「小浦」と
なり天正年間に「小串」と改め
られたといわれています。
学区にある小串小学校では、
地域の自然を生かした学習に取

30

笹が瀬川では四つ手漁でうるお

を行っているが、この粗大ゴミ
には悩まされている。
もちろん悩むことや困ったこ
とばかりではなく、写真のよう
に福田中学校からは全国中学校
体育大会陸上競技に 年連続出
場の青木さん、水泳初出場の浜
松くんを送り出すことが出来、
学区の住民に新たなパワーをも
らいみんなでエールを送ってい
ます。

8

いをもたらした。今ではこの川
の土手を通る人や車によって捨
てられるゴミが多い。また、民
家がないので粗大ゴミが捨てら
れる。学区住民は年に 、 回

3

会長

2

操
河内
会長

6

環境ボランティアを募って清掃

2

3

小串学区連合町内会

小串の自然を生かした地域づくり

35

福田学区連合町内会

「郷土の誉れ 目指すは全国制覇
ガンバレ！」

29

31

22

毎年、 月中旬に御津スポー
ツパークで開催している全国獅
子舞フェスティバルは、御津地
域に秋祭りとして奉納されてい
た獅子舞で地域活性化を図ろう
と平成 年から始まったイベン
トです。
今年は第 回目という記念す
べき年となり、 月 日、 日
の両日、盛大に開催しようと計
画されています。御津地域はも
とより、北は関東から南は九州
まで全国の名立たる獅子舞が参
加し、地域色豊かに色々な獅子
舞を披露してくれます。全国の
獅子舞が一堂に会すれば、厄も
どこかへ吹っ飛んでくれるので
はないでしょうか。
また、うらじゃ踊り
と獅子舞とが一緒に踊
る姿も観ることがで
き、大人から子どもま
でが楽しめるイベント
になっています。
この時期、会場を取
り巻く周囲の美しい
山々は秋の装いに彩ら
れ、獅子舞との共演に
より、独特な祭りの雰
囲気をかもし出してい
ます。
軽快な笛や鉦、太鼓
の音に勇壮な獅子舞の
演技は、何度観ても心
躍ります。私は、今年も会場に
足を運ぶつもりです。
会場では、ふるさとフェステ
ィバルも同時開催されます。毎
年多くのテントが立ち並び、地
域特産品などを販売しており、
地域の秋祭りとして定着してい
ますので、是非お越しください。
ただ、御津地域も合併から４
年経過し、合併特例区もなくな
ることから、獅子舞フェスティ
バルも来年以降開催できるかど
うか危ぶまれているのが現状で
すが、地域活力維持のためにも、
是非とも存続させたいと思って
います。

灘崎町奥迫川区自治会
はざ かわ

11

12

10

寿
中原
会長

英雄
橘
会長

「さくら祭in奥迫川」の開催

岡山市南区灘崎町
奥迫川に、岡山県天
然記念物「奥迫川の
桜」があり、地元の
人から大きな山桜と
いう意味で「大山桜」
と呼ばれ、親しまれ
ています。
推定樹齢300年

・

メートル、

～500年、根本周
囲

樹高

メートル、枝
メートルの巨大

の子どもたちも出店の手伝い、

の生徒にボランティアで協力し

灘崎迫川分校学区安全・安心

消防団はシャトルバスの運行、

花を咲かせ、多くの観光客でに

ネットワークでは、桜の木の保

竹細工のグループの人は竹馬や

てもらい、灘崎小学校迫川分校

護と地域の活性化のため桜祭り

竹トンボの講習など手作りの祭

アトラクションなどは何もな

りです。

当し、交通整理や駐車場の管理

しんでもらっています。

があふれる祭りで多くの人に楽

い桜祭りですが、田舎の素朴さ

も そ ろ

小さい地区の祭りですので、

す。

に迫川・茂曽路地区が協力しま

祭りの会場は奥迫川地区が担

を開催しています。

ぎわいます。

春になると見事な

な木です。

張

7

人手が足りません。灘崎中学校

9
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御津地域区長会

全国獅子舞フェスティバル
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岡山市合併を機に建部町内、
小学校区を核に「安全安心ネ
ットワーク」を組織し、安全安
心なまちづくりに取り組んでい
る。
本稿では、建部小学校区の取
り組みの一端を紹介させて頂く。
安全安心に係わる活動分野は
防犯、防災をはじめ、福祉、環
境美化に至るまで広範囲に亘っ
ており、加えてネットワークを
組織した団体も多種多様の活動
団体であり、それだけに、組織
団体が同一目標に向かって活動
するには、活動目標の明確化を
図ることが何より大切と考えた。
活動目標を「学区児童の登下
校の安全を図る」に絞り、登下
校時の交通事故、不審者、変質
者などによる被害防止活動に、
学校、地域をあげて取り組む。
具体的活動として、登下校時
3

のパトロール及び交通街頭指
導、県犯罪ゼロの日（毎月第
金曜）における街頭補導、また、
不審者等の情報の共有化を図る
など種々の活動を展開。
街頭補導には所轄の警察署を
はじめ、町青少年協議会の協力
も得て青少年非行の未然防止に
努めている。
いずれの活動も地道な活動で
あるが、「継続こそ、力なり」を
合い言葉に、日々の活動を推進

2

している。
活動 年目の本年は、学区内
全通学路の安全点検を行い、潜
2

在危険個所の解消を図り、事故
被害等の未然防止に努めている。
弛まぬ日々の活動が住民意識
を変え「地域子どもの安全は地
域で守る」の意識が高まってき
たことは、何より嬉しいことで
あり、今後一層安全安心なまち
づくりに励みたい。

瀬戸町は平成 年1月に岡山
市と合併したが、福祉サービス
の低下を招かないよう町内 区
それぞれが特色ある様々なコミ
ュニティ活動を実施し頑張って
いる。
「みんなで築く支えあいのま
ち せと」をスローガンとする
社協瀬戸支部では、様々な高齢
者福祉活動を実施しており、各
区では、活動への区民の積極的
な参加、協力を呼びかけている
ところである。
また、各区では、頻度に差は
あるものの、友愛配食、高齢者
健康教室、三世代交流グランド
ゴルフ大会などの地域活動を実
施している。
瀬戸町では5年前に導入した
ケーブルテレビ（オニビジョン瀬
戸チャンネル）が全地域に普 及
して お
り 、各
地 区の
行 事が
毎日 定
時 的に
放 映さ
れるた
め 、親
近 感、
刺 激、
参画意
欲を各

地域に与 え、いい意 味での競 争
心をあおり、福祉活動が増々活
性化していく様に思われる。
我が沖区においても数年前よ
り福祉委員とボランティアメン
バーでコミュニティ活 動 グルー
プを立ちあげており、毎月水曜
日に友愛配食、絵手紙教室、手
造 り 教 室、グランド ゴルフ、ビ
ーボウル等様々な活動を実施し
ている。
また、高齢者の要支援・要介
護を防止するため、数年前より
毎月1回健康教室を地域包括支
援センターの協力を得て実施
し、区民に大変喜ばれている。
なお、当区のボランティア活
動グループ「Hana」は、今
年6月、岡山市社協が企画した
赤い羽根「高齢者いきいきサロ
ン」事業に応募し、活動が評価
され認定を受けている。
瀬戸町各区におけるこの様な
活発な福祉活動は、岡山市連合
町内会全体においても負けてい
ないのではないかと関係者一
同、自負しているところである。
今後も瀬戸町各区が地域住民
と共に関係各機関の支援を得な
がら、福祉活動の底辺を広げて
いき、活性化に努める所存であ
る。
ご協力をよろしくお願いいた
します。

10

賢一
牧野
区長

沖区
瀬戸町区長会

瀬戸町の福祉活動について

建部町区長協議会副会長
建部小学校区安全安心ネットワーク会長
松尾 三郎

地域の子どもの安全は地域で守る

19

25

かに一見すると輝かしい瞬間で

政令指定都市岡山誕生！たし

ん。
岡山市全体の大きな宝物（市

いって北区のものではありませ

ます。これは北区にあるからと

ポッカリと穴の様な空地があり

ことが要因となっています。住

に起因して里山の調整を怠った

起きております。燃料等の改革

り、これら全て里山の荒廃から

道路、橋梁の決壊が相次いで居

北区民の夢と現実

はありますが、はたしてこれで
民の宝物）です。これを有効に

民も努力せねばなりません。岡

に決してならない様に行政も市

はなく他市の様にスモール東京

しく、ありきたりの政令都市で

ている区であり、調整がむずか

あり、山間部と都市部が存在し

医療機関、二つデパート等々が

岡山駅、空港、国の出先機関、

に岡山市の顔である県・市庁、

異常気象による大雨により各地

の里山を忘れています。近年の

が大です。今の世代の人々はこ

展はこの里山文化に負うところ

分です。古来より日本文化の発

る昔から里山文化といわれる部

かこまれたところです。いわゆ

の中、西、北部は山間と田園に

かないものと思われます。北区

はなかなか一朝一夕の様にはい

すが、一方の庭園都市について

ねが必要です。どうか市民の皆

牛の歩みのように努力の積み重

であり、一つ一つ、コツコツと

苦しい連続の上に成り立つもの

現になることと思います。夢は

掲げている二つの大きな柱の実

も達に見せることが、岡山市が

に向かっていく姿を次代の子ど

と区民が共に汗をかきながら夢

苦難の連続でありますが、行政

展開していかねばなりません。

山

新

陽

線

幹

ごみ持ち込み歓迎 2 箇所あり

黒住小弥太

良いのでしょうか。浮かれてい

民にこまかく長い時間をかけて

山らしい小粒でもピリッとした

様方もこの夢に胸をあつくして

業務内容

中山学区連合町内会 会長

る場合ではないと思います。目
使用を決めねばなりません。市

うな教育も必要です。北区は広

前にある難問、苦労が山積して

くそれぞれに異なった文化、歴

も良いから説明していかねばな

岡山市が掲げて居られる「水

史、特殊事情を持っている地域

民の意見を良く聞いて行政と市

と緑が魅せる心豊かな庭園都

が多く、北区一律の事業、イベ

おり、これ等を一つ一つ解決し

市」
、
「中四国をつなぐ総合福祉

ント等々を持つことがむずかし

りません。同時に学校園を通じ

特に北区は他区と比べて、広
の拠点都市」の二つがあります

く、それぞれの地域で合ったも

民が一緒に汗をかきながら仕上

く大きく一般の中核市
（ 万人）

が総合福祉の部は岡山市は昔か

のを大事に育みながら、調整を

てこそ新しい道が開かれ住民の

に相当する規模です。
北は建部、

ら福祉についての土壌は培われ

はかりながら北区の夢、文化を

て、ふるさとに誇りを持てるよ

御津、足守地区の山間部、津高、

ているので行政、市民の英知を

げて行かねばなりません。

一宮、高松、吉備地区の中間帯

持ってすれば可能な面もありま

ところが売り物の政令市でなけ

で土石流が起こり行方不明の

行こうではありませんか。

消防署

ガソリンスタンド

平島方面

旧 2 号線

家屋解体業

岡山方面

岡山市東区古都宿 1303‑15

その他

コンビニ

喫茶店

計量証明事業

㈱ニシテック

ニシテック

至瀬戸駅

JR 山陽本線

至上道駅

産業廃棄物処理・処分業

沼交差点

池

一般廃棄物処理業

岡山市東区草ヶ部 1171‑1

夢が見えてくるのではないでし

田園、果樹部、南は都市機能が

ればなりません。北区の中には

方々、田畑の埋没、家屋の流出

リサイクル・廃棄物・不用物・ゴミの事ならおまかせを！

株式会社

ょうか。

集積している都市部で北区は特

操車場跡地という都市部の中に

11

30

中区民の幻想

半年が過ぎ、日々の生活には変
感づくりの最善の策は、操山に

加えて、急がれる区民の一体

指定を受けるようですが、岡山
しており、北区に三野公園トン

東区に久々井トンネルが開通

通の認識として立ち上がること

会長

藤原

藤原

しろひがし

ほど近く

浩

はばたく鶴の

追い続け

愛らしく

浩

果てない夢を

肩を組み

つど

ここに集いて

は

語ろうよ

すそ の

操の山の

みどり映え

みんな中よ区

文化の香る 城東

旭の川の

作詞

岡山市中区みんなの歌

㈠

㈡

広がる裾野 家の並み

中区

高島学区連合町内会

わりばえはないものの、市民に
防災トンネルを貫通させること

都市になります。

品格が備わって躍動感がみなぎ
で、交流の利便性が飛躍的に向

政令指定都市に仲間入りして

っているようです。

市の発想は絶妙で、実現に努力
ネルが設計されていることから

上します。

された各位に感服いたします。
しても、幻想ではなく、区民共

も選出されて、名実ともに岡山

ができれば、進展する社会環境

桃の花

岡山市グリーンカンパニー活動に参加しています。

この後、相模原市や熊本市が

日には、政令市の市長

市は、
明日に向かって大きく羽ば

ともマッチしてくるし、賃借の

月

たくことと信じ、 万市民の笑

にお

匂うもゆかし

え

区役所問題の解消に示唆を与え

行き交う人の 笑みあふれ
胸を張り

か

みは限りなく続くことでしょう。

ることになるのではないかと、

ここに和みて

い とく

進もうよ
ながただこう

み まも

ご遺徳の

こがねなみ

豊かな実り 黄金波

みの

百間川に 見守られ

永忠公の

みんな中よ区

い

中区という誇らしい区名のも

流の輪を広めるようにつとめな
くてはならないと思われます。
近々、旭川添いに中消防署が
新設されるようですが、旭川ダ

むつ

誇りつつ

歴史の絵巻

みんな中よ区 暮そうよ

こぞ

３機のヘリコプターから防災無

ここに挙って 睦みあい

ーの活躍で、計り知れない防災

されるなら消防署やヘリコプタ

線で伝えられ、市民生活を救援

ムからの濁流を県、市、県警の

なご

胸をあつくしているこの頃です。

㈢

とに、 万区民は安全安心の交

70

12

13
15

認 証 企 業

ISO 14001

9

太陽は東から昇る！
吉田美稻

この協議会の目的達成のため

瀬戸町区長会 前会長
東区、瀬戸町は、岡山市と合

南区民の思い
会長

池田太郎

やすい南区になるよう念願して

興除学区連合町内会
平成 年 月 日、岡山市は

たが、生活そのものに大きな変
とが肝要であると考え、上道地

を図り一体感の醸成に努めるこ

が、南区の将来を思い、行動し

います。そのためには非常時だ

化はないものの、行政的には、
区で大々的に行われている『上

流れ、区内には笹ヶ瀬川、倉敷

全国 番目の政令指定都市とし

激変緩和措置として合併特例区
道小鳥の森フェスタ』へ協賛と

ていくことで、様々な課題を解

けでなく、平時のパトロールも

が設けられ推移しております。
いうことで参加しましたが、本

川が児島湖へと注いでおります。

決することができるのではない

みじ祭り等に参加してもらう等

に分かれ、私どもは南区となり、
人口 万人、区の東側に旭川が

わたしたち区民の一人ひとり

ひなせ辛香店

でしょうか。

294-2851

のどかな田園風景が広がる一
方、近年宅地化が進み、小さな
団地・集落がたくさん生まれて
います。道路については、外環
状線の早期実現を期待し、河川、

辛香店

て発進しました。岡山市も 区

われわれ住民自治組織は合併
年度は瀬戸も主催者となり、ま

先人による児島湾の干拓で、

瀬戸町区長会と上道地区連合町

住民交流の輪は大きく広がりつ

用水排水路の整備、環境保全対

欠かせないと思います。

を機に、旧来から上道地域とは
つりのタイトルも『いきいき

上道地域からは、瀬戸地域で

縁も深く生活圏も同じような瀬

向けて重要であるということか

内会は『瀬戸・上道地域振興推

つあります。

策が実施されることが急務であ
ると思われます。
南区役所についても暫定的と
いうことではなく、適地を確保
して早急に建築を実行すること

辛香トンネル

国道53号線

開催しているさくら祭りや、も

進協議会』を立ち上げました。

東区に位置する瀬戸、上道両
地域は、今後西大寺地域等との
交流も活発に行っていく必要が
あり、太陽が東から昇るように
『東区』が政令指定都市・岡山
を引っ張っていくんだという気

で、区役所全体の考えと地域住
民とが連携し、円滑な行政がな

概を持ってあらゆることに取り
組んで参りたいと思っている今

され、安全で安心できる暮らし

至津山

至岡山

URL http://www.okd-gear.co.jp

TEL＆FAX(086）

岡山市北区吉宗辛香峠

17

日この頃であります。

086-287-7618

◆営業時間/AM 11:00~PM 9:00（8：30オーダーストップ）

FAX

■定休日/水曜日·第3木曜日

086-287-2087

お祝いに､法要に､各種会合に…
仕出し料理の数々

TEL

ご予約承ります！
〒701-1351 岡山市北区門前411-1

活魚料理

岡田歯車工作所

ら、
合併後わずか カ月後には、

瀬戸・上道振興まつり』として

には、まず、両地域の住民交流

1

戸地域が協働して両地域の振

併して 年 カ月が経過しまし

4

開催することになりました。

18

興、活性化を図ることが将来に

8

21

4

株式
会社

1

13

2

大駐車場完備/100台

南区

24 17 23

15

17

臣表彰候補者選考委員会
月 日（札幌市）
◎藍綬褒章候補者選考委員会
月 日（札幌市）

14

8

8

24

24

◎参議院議員比例代表制候補者
名簿登載の要望書提出
◦自由民主党本部選挙対策本部
（ 月 日）
◎表敬訪問
◦宮沢洋一内閣府副大臣
（ 月 日）

〒719-1102
岡山県総社市東阿曽1677番地の 1
T EL 0866︲99︲9134（代表）
FAX 0866︲99︲9138

岡山市連合町内会の動き

24

16

ました。
一
年度事業報告及び決算の
承認
規約の改正

16

15

二

23

◎定期総会（ 月 日）
◎理事会

18

16

岡 田 哲 治

三 役員の承認
四 平成 年度事業計画及び予
算の承認
五 全国自治会連合会表彰及び
自治会等地縁による団体功
労者総務大臣表彰候補者の
推薦
◎県知事との懇談会（ 月 日）

6

7

代表取締役

全国自治会連合会の動き

9

◦第 回（ 月 日）
定期総会について他
◦第 回（ 月 日）
理事・役職候補者の選任につ
いて他
◦第 回（ 月 日）
平成 年度事業実施計画
（案）
について他
◦第 回（ 月 日）
会員視察研修について他

（ 月 日）
◎受賞（章）報告
◇永年勤続町内会長・区長等
岡山県知事表彰（ 月 日）
◦岡山市関係… 名
兼松会長が来賓として出席し
ました。
◇岡山市連合町内会長表彰
（ 月 日）
◦ 年以上学区・地区連合町内
会長の職にある方またはあっ
た方… 名（表彰状）
◦ 年以上単位町内会長の職に
ある方またはあった方… 名
（表彰状）
◦ 年以上学区・地区連合町内
会長の職にあって退職された
方… 名（感謝状）
◇瑞宝単光章（消防功労）
（ 月 日）
◦岸本 戴男氏
（三門学区連合町内会長）
◎岡山市長選立候補予定者に対
し公開質問状を送付
（ 月 日）
8 6 4

9

岡山県自治会連合会の動き

8

7

岡田精工株式会社

3

21

9

◎理事会
月 日（横浜市）
兼松会長が再選され、平成
年度事業計画等について承認さ
れました。
月 日（岡山市）
◎常任理事会
月 日（那覇市）
月 日（横浜市）
月 日（札幌市）
◎正副会長会議
月 日（札幌市）
◎事務局担当者会議
月 日（横浜市）
◎沖縄県内各市自治会連合会と
の懇談会
月 日（那覇市）
◎藍綬褒章伝達式
月 日（東京都）
全国で 名の自治会関係者が
受章されました。
◎地縁による団体功労者総務大
6

4

2

7

3

21

4

4
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◎定期総会（ 月 日）
津山市役所において、役員
名の出席のもと開催されました。
議事に先立ち、副会長を退任
された方々に対し、特別功労感
謝状の贈呈が行われました。
引き続き議案の審議を行い、
兼松会長が再選され、平成 年
度事業計画等について承認され
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◎常任理事会
◦第 回（ 月 日）
定期総会について他
◦第 回（ 月 日）
平成 年度事業実施計画
（案）
について他
◦第 回（ 月 日）
会員視察研修について他
◎専門委員会
◦組織のあり方検討委員会
（ 月 日）
◎岡山市連合町内会◦鳥取市自
治連合会◦姫路市連合自治会
姉妹交流会（鳥取市）
（ 月 日）
◎岡山商工会議所正副会頭との
懇談会（ 月 日）
◎常任理事会構成員等による視
察研修（富山市◦高岡市）
（ 月 日〜 日）
◎視察研修の受け入れ
宇部市自治会連合会一行 名
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電気通信設備・設計施工

株式会社 共成通信

〒701-0202
岡山市南区山田475
TEL（086）281-2220㈹
FAX（086）
281-2224

17

バイオディーゼル燃料を使用した
ごみ収集車が動き始めました！

15

充
充

代表：086-282-0521

刑務所作業製品展示販売・所内見学・
歌謡ショー等のイベントも有ります

〒701-0206 岡山市南区箕島1306-26

岡山市環境局産
産業
業廃
廃棄
棄物
物対
対策
策課
課 出
出井
井

2

公民館を拠点とした地域づくり

10

明子

1

〜人と人とのつながりを再構築し持続可能な社会へ〜

6

︵岡山ESD推進協議会事務局︶ 原

お見積り無料！お気軽にお問合せ下さい。

先 進 的 なBDFへ の 取 り 組 み
は、順調なスタートを切ること
が出来ました。今後も町内会、
市民の皆様のご協力のもと、ま
すますの進展を目指してまいり
ます。

☆粗大ゴミの収集
☆団地内の側溝清掃 （家庭・事業ゴミ）

日時：平成 21 年 10 月 24 日（土）
日時：平成 21 年 10 月 25 日（日）
場所：岡山刑務所（岡山市北区牟佐）

☆排水管の洗浄

1

今年 月 日、バイオディー
ゼル燃料（略「BDF」）で走る
ごみ収集車の運行が本格的にス
タートしました。
これは、
地球環境にやさしい植
物 由 来のBDFを使 用 すること
により、二酸化炭素（CO 2）の
発生を抑え、使用済み天ぷら油
のリサイクルが出来ることから、
環境先進都市を目指す岡山市の
新たな地球環境対策の一環とし
て取り組んでいるものです。
月 日からは、市内の資源
化物ステーションにて回収が始
まりました。各家庭で使用済み
天ぷら油をよく冷まし、天かす
などを取り除いた後、ペットボ
トルなどの中身の見える容器に
入れ、きつく栓をしたうえで、
月 回の決められた日に資源化
物ステーションにお出し下さ
い。市で回収し、南区にある業
者が今年 月に完成したBDF
製造施設で精製します。この施
設 は 国 内 有 数 の 規 模（ ，
0₀㎘/年）を有しており、こ
の事業の中心的役割を果たして
います。同社（下段広告欄に掲
載の企業）はこのリサイクルを
通じて地域に密着した事業活動
を行いたいとのことで、今後の
発展が期待されます。全国でも

南区

7

1

6

岡山市環境局環境保全課

市内のとある公民館。平日は
女性と年配の方が多いのだが、
土日は朝から図書室に来る子ど
もたちも出入りしにぎやかだ。
階の講座室を覗いてみると、
小学生だけでなく中高生、大学
生に地域の人たちも混じってわ
いわい話をしている。これから
班に分かれて学区の環境調査
に行くのだという。
そこに住んでいるという共通
項はあるが、年齢も立場も違う
さまざまな人たちが、環境を切
り口に出会い、活動を始めて
年経つ。最初は小中学生を中心
とした環境調査だったが、次第
に公民館のさまざまな生涯学習
活動とも連携して、高校生、大
学生に地域の大人たちも加わっ
て、地域づくりの活動になって
いった。昨年は、薄れていく地
域の歴史を記録に残そうという
活動が発端となって、半世紀途
絶えていた祭も復活した。
岡山市は平成 年度から、国
連「持続可能な開発のための教
育の 年」に賛同して、持続可
能な社会づくりのための教育活
動（ESD）を推進している。
前記の活動は京山地区が行って
いる取り組みの一例だが、市内
には他にもさまざまな形で地域
の課題に応じて持続可能な地域
社会をつくっていこうとする取
り組みが行われている。
経済優先の価値観が浸透した
グローバル化した社会で、さま
ざまな問題が絡み合いながら複
雑に表面化してきている。この
ような時代だからこそ、まず足
元から、人と人とのつながりを
改めて結び直し、困ったときに
は助け合うことのできる地域、
自然を大切に、帰りたくなるよ
4 4 4 4
うなふるさとを市民一人ひとり
が自覚を持ってつくっていくこ
とが大切だと思う。

環境衛生の事なら何でもおまかせ！

岡山地区矯正展

妹尾産業有限会社
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編集委員長 片山

晋

この度の岡山市連合町内会会報第 号には連合町内会の恒

います。

りますが、住みやすい岡山市になることを全市民が期待して

あり、市民にとっての日常生活は期待と共に一抹の不安もあ

県から市への権限移譲やそれに伴う行政機構の変更なども

タートしました。

せる心豊かな庭園都市』に向けて、政令指定都市岡山市がス

本年 月 日、 区の区役所もそれぞれ整い、『水と緑が魅
4

 城東台学区連合町内会 会長 吉田勝則

9

ること 日。

郷土史家小川治氏の歓迎を受
け、宇喜多家の家紋「兒」を染
め抜いた陣旗一対を贈呈。ご仏
前にて焼香合掌の後、裏山に眠
る重昌夫妻のお墓に参り、戦国
の雄、岡山の開祖宇喜多氏の飛
躍の地、上道を代表して冥福を
祈った。
広大な屋敷の一隅に、関が原
合戦400年を記念して建立さ
れた「宇喜多秀家公匿居の地記
念碑・歌碑」（末裔浮田丈男氏の
筆 に よ る。）前 で 記 念 写 真 を 撮
り、昭和 年まで世間に秘めら
れていた矢野五右衛門重昌と宇
喜多秀家公の縁に想いを馳せな
がら、人知れず展開された戦国
絵巻の舞台を後にした。
法名 桂光院月林宗繁居士
合掌

常的活動を紙面の許す限り詳しくお知らせすると共にできる

だけ今日的話題を取り上げたつもりです。新しくスタートし

た岡山市内各区からの記事はもちろん会報初のものとなりま
す。

次に、会報について費用、回覧のしやすさ、文字数等検討

の結果、今回からA4・ ページ・ ページ 段・モノクロ
としました。

といたします。

【編 集 委 員 長】 片山
晋
【編集副委員長】 岡
恒夫
【編 集 委 員】 池田 太郎
黒住小弥太
藤原
浩
吉田 勝則

力いただきました皆様に衷心よりお礼を申し上げ、編集後記

また、この度もこの会報発行にご寄稿・情報提供などご協

労を賜りました各位に、心から感謝申し上げます。

くださいました各社、ならびにこの酷暑の中広告募集にご足

終わりになりますが、現在の厳しい経済状態の中でご協賛

5

16

14

1

武も運も 皆つき果てし
美濃の国 かかる浮世と
如何で志ら樫

13

山の端の 月は昔にかわらねど
我が身の程は 面影もなし
優れた歌人であり、数多く残
る詩歌のうち、世の盛衰と我が
身の命運を重ねた秀家公の心境
をよく表した 首であろう。
正室豪姫が前田家へ引き取ら
れると聞き、重昌夫妻は、秀家
公を病人に擬装し、探索の厳し
い数多の関所を抜け、夫の無事
を祈る豪姫の待つ大坂備前屋敷
へと護送する。夫と再会した豪
姫の喜びや如何。
豊臣家再興の時は、この度の
厚恩に報いるため、その証とし
て秀吉からの朱印状、黄金 枚
と小袖二重を与える。
重昌夫妻は郷里へ帰り、矢野
家は、子々孫々家富み白樫の郷
士として連綿と続き今日に至る
のである。
一方秀家公は、豪姫との再会
もつかの間、
徳川の追捕を逃れ、
薩摩島津家を頼って船出する。
その後の秀家公の足取りは、会
報 号薩摩編、会報 号八丈島
編へと続くのである。
私達は、矢野家当主紀雄氏、
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31

5

40

戦国の大大名・宇喜多秀家公の足跡を訪ねて
《揖斐川編》
矢野家 代当主、矢野紀雄氏
の邸宅は、関が原を見下ろす伊
吹山の麓、現岐阜県揖斐川町白
樫にある。私達岡山市社会福祉
協議会上道支部一行が矢野家を
訪問した当日、関が原の合戦前
夜を彷彿とさせる静かな五月雨
の中であった。
慶長 年（1600） 月
日、西軍の主力宇喜多隊の奮戦
空しく敗軍の将となった宇喜多
秀家公は、進藤三左衛門他数名
の家来と共に伊吹山中に敗走。
徳川方の厳しい探索を逃れて潜
伏 日。
一方落ち武者狩りのため山中
に分け入った白樫村の郷士矢野
五右衛門重昌は、憔悴した若武
者と遭遇する。これは然りと槍
を向け近づく。顔かたち気高く
一方の大将と思われる。
死を覚悟した秀家公は名乗ら
ず、助命もしない。家来と問答
の末、備前中納言宇喜多秀家公
と知った。重昌は、武士として
の潔い覚悟に感服し、「何事も不
思議な縁である。五右衛門重昌
命を賭けお隠まい申す。
」
この瞬
間、秀家公と重昌は命運を共に
し、
矢野家の子々孫々の繁栄と、
秀家公の波乱の人生の幕開けと
なる。
矢野家の奥深く隠遁生活を送
3

