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西郡の歴史とくらし［くらし編］

西郡の歴史とくらし［くらし編］の刊行にあたって

　私たちの西郡は、総社市との合併後 13 年を経過し、宅地開発の急速な進行により、新たに
居を定める方が急増する反面、従来から居住する方の高齢化や世代交代が進行しています。こ
のことにより、地域の中での交流や歴史・文化の伝承が困難になることが懸念されております。
　このため、西郡地区の絆を推進する会では、平成 27 年に住民の皆さんに西郡の歴史などを知っ
ていただき、また、後世に残すため『西郡の歴史とくらし』の冊子を刊行しました。
　その後も、自治会、西郡共有、公民館西郡分館、子ども会、シルバークラブ、ひまわり会な
ど地域の諸団体の協力を得て、お互い住民が交流し絆を深め、地域の伝統などを知っていただ
くための様々な行事を実施してきました。
　この度、既刊『西郡の歴史とくらし』に加えて、普段の生活に必要な情報をお知らせする『西
郡の歴史とくらし』[ くらし編 ] を刊行することとしました。
　この冊子は、新たにお住まいなった方々をはじめ、西郡の皆様が本書の情報を活用し、お互
いの交流を深めて、誰もが住みよいと感じられる西郡が創られることを目的として作成しまし
た。
　この冊子が少しでも皆さんのお役に立てればと願っております。

　平成 30 年３月
西郡の歴史とくらし［くらし編］編集委員会
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総社市との合併後13年
西郡の姿が大きく変貌

西郡について
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　● 宅地開発の進展による転入住民の急増
　● 元気のよい子どもたちが目立つ活気ある地区へ
　● 住民の高齢化の進行と一人暮らし世帯の増加
　● 山手地区の人口・世帯増
　　 H17 年 3 月　4,273 人 1,179 世帯　▶ H30 年 1 月　5,106 人 1,718 世帯
　● 西郡の人口・世帯増
　　 H17 年 3 月　   969 人    253 世帯　▶ H30 年 1 月　1,384 人    454 世帯

［ 山手地区の人口 ］

全 体 地区別
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西郡の歴史とくらし［くらし編］

　私たちの西郡は、総社市の南東部に位置し、南は福山（標高 302 ｍ）を境にして倉敷市と接して
います。私たちの集落は、この福山や幸山から北側に下るなだらかな丘陵と、その先に広がる平地上
に営まれております。
　近くには古代吉備の繁栄を物語る作山古墳や三輪山古墳群、集落を東西に走る旧山陽道沿いには、
造山古墳や備中国分寺など、今も歴史文化の香りが色濃く残っています。
　南にそびえる福山は、永く私たちの生活を育んできたばかりでなく、山頂からは倉敷市、岡山市の
市街地や瀬戸内海の島々など素晴らしい眺望が広がります。
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　また、西郡は旧山陽道沿い
に県道 270 号線が東西に走り、
総社市中心部に向けて県道 272
号線が走っています。西郡は上、
下及び新屋敷の 3 町内会から
なっています。
　地区内には、観光農園「農マ
ル園芸」があり、多くの観光客
が集まる地域になっています。

総社市地図情報　http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/profile/soujasi_map_info.html

　西郡は、総社市南東部に位置しており、歴史ある吉備路風土記の丘に隣接しています。伯備線およ
び井原線総社駅・清音駅、桃太郎線東総社駅・服部駅にも 20 分以内で行ける距離にあり、また、山
陽道倉敷インターチェンジ、岡山道岡山総社インターチェンジへも 15 分程度と近く、近くには国道
429 号線が貫通し、交通網が発達した地域となっています。
　山手の保育園・幼稚園・小学校が 1km 以内あり、中学校・高校も 2km 以内、県立大学も約 5km
と近く教育環境にも恵まれています。
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総社市地図情報　http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/profile/soujasi_map_info.html
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西郡近隣の開業医・病院

医療機関名（★救急指定） 診療科名 住　 所 T E L
岡ハートクリニック 内・循・リハビリ 岡谷170 93-3033
やまてクリニック 神経内・内・リハビリ 岡谷121-6 92-9200
あさのクリニック 内・精（老精） 中央2-3-5 93-8808 
きび皮膚科形成外科クリニック 皮・形外 中央2-6-36 90-2007
くにとみクリニック 内・児・産・婦 門田78-1 92-0255
こうら整形外科 整形・リウマチ・リハビリ 中央6-10-103 90-2020
さかえ外科内科クリニック 消・外・内・肛・整形・リハビリ 真壁212 93-8800
佐藤医院 内・消・循・外・リハビリ 清音上中島166-6 93-1606
しおつか泌尿器科クリニック 泌 金井戸168-1 90-0055
杉生クリニック 内・消・リハビリ 三須1342 92-0252
診療ドクタ－杉生 循・消・呼・内脳外・外・整形・放 門田315 92-5771
杉本クリニック 内 駅前2-18-21 92-1000
すぎもと眼科医院 眼 真壁158-5 94-5550
角田医院 内・呼・消・循・児・リハビリ・放 中央3-3-113  93-1288
こころの医療 クリニック総社 精・神・心療内科 駅前2-2-10 94-1900
高杉こどもクリニック 小 井手585-1 94-8839
たなか耳鼻咽喉クリニック 耳鼻咽・アレルギー 中央3-11-102 92-9500
谷口レディースクリニック 産・婦 真壁213 94-3300
谷向内科 内・呼・循・アレルギー・皮・放 井手1208-2 94-8801
寺島耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽 中央2-15-28 92-1300
長野病院 外・消・放・呼・児・循 総社2-22-43 92-2361
鍋島眼科診療所 眼 駅前1-3-25 93-3555
服部耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽 井手1208-3 94-8887
総社みみ・はな・のどクリニック 耳鼻咽・アレルギー 総社2丁目20-10 90-3387
清音クリニック　 内・循・児・アレルギー 清音三因606-1 94-4111
原田整形外科医院 整形・リハビリ・リウマチ 井手1208-2 94-8881
パーク統合クリニック 内・リハビリ・皮膚・アレルギー・心療 他 駅前2-17-1 92-3661
泉クリニック 内・整形・リハビリ・リウマチ 小寺995-1 94-5050
藤井クリニック 内・整形・リハビリ 内・麻酔・児 三輪1022-2 31-7616
ふじかわ眼科 眼 小寺７-７ 93-0047
松尾皮膚科医院 皮 総社2-23-14 93-3188
三宅内科小児科医院 内・消・児・リハビリ・放 井手919 93-8511
みやした内科医院 内 真壁1231-1 95-2860
森下病院　 ★ 外・皮・泌・肛・内・消・胃・循・呼 駅前1-6-1 92-0591
薬師寺医院 内・児 中央1-22-103 93-6555
薬師寺慈恵病院　 ★ 外・消・内・麻・肛・脳外 総社1-17-25 92-0146
医療法人 やまもと医院 外・消・内・児・アレルギー 三輪618 93-7773
渡辺医院 外・内・消・整形・リハビリ・麻 真壁151-5 92-7222

吉備医師会ホームページ　http://www.okayama.med.or.jp/kibi/med.html# 総社地区

休日当番医は、総社市ホームページをご覧ください。　http://www.city.soja.okayama.jp/

暮らしの安全と安心
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　この河道はかつての郡境を示し、北側に賀陽郡が、南
側に窪屋郡と都宇郡がありました。
西郡の集落は三輪山や福山から東や北に延びた丘陵地に
あります。
　この地は、古代より多くの古墳が存在するなど、地盤
が安定し、災害の少ない地域であったと考えられます。

出典：松木武彦著；人口と集落動態からみた弥生 ･ 古墳移行期の社会
変化、国立民族博物館研究報告　第 185 集
2014 年 2 月　https://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/index.html

西郡の昔（旧山陽道）
　吉備路を東西に貫く旧山陽道は、徳川時代に
京都から下関に至る道として、古代からの山陽
道を再整備してつくられました。この山陽道に
沿って、造山古墳、作山古墳、国分尼寺や国分
寺が作られてきたことから、西郡のある吉備路
周辺は、古くから災害の少ない地域であったと
考えられます。

西郡の防災情報について

　西郡の北部や総社市の市街地は高梁川の東岸に形成された広い沖積地の上にあります。この沖積地
は東に延び岡山市まで続きます。古代の高梁川は現在の井尻野あたりで、東方面に分流していたと考
えられています。西郡に近い三輪山や三須丘陵の北側を東に向かって高梁川の分流が走り、やがて長
良付近で足守川と合流して南に下っていきます。

奈良時代の県南部
　奈良時代になると、「吉備の穴海」は高梁川、
旭川、吉井川などから流れてくる土砂により陸
地化が進み始めます。このように県南部はかつ
て海であったことから、早島、児島、玉島、連
島、箕島や庭瀬、四十瀬など島や瀬のつく海に
ちなんだ地名が数多く残っています。その一方、
吉備路一帯は古くから陸地となっており、多く
の古墳群などの生活跡が残っています。

出典：岡山県土木部防災砂防課；岡山県の砂防の歴史、文献；植松岩實著：岡山平野の歴史地理（平成 20 年６月）
https://sites.google.com/site/okayamasabo/home/13-bunken
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岡山県津波ハザードマップ / 岡山県防災マップ

　総社市一帯は、古くから
陸地化が進んだため、岡山
県防災マップに示すように
津波の心配は少ない地域と
なっています。

出展：http://www.gis.pref.okayama.jp/bousai/saigai_tsunami.html

総社市洪水・土砂災害ハザードマップ

　しかし、古代は旧高梁川が
東進していたことから、西郡
の東に広がる水田地帯は浸水
の危険があるとされていま
す。
　洪水などの警報がでた場合
には、総社市から緊急防災情
報が FM くらしきから放送
されます。防災情報を受信で
きる緊急告知 FM ラジオ「こ
くっち」を避難場所となって
いる公正館に設置しています
ので、ご活用ください。

出展：http://www.city.soja.okayama.jp/kikikanri/kurashi/bousai/bousaitaisaku/kouzuidosyasaigai_map_h2409.html
避難場所：http://www.city.soja.okayama.jp/kikikanri/kurashi/bousai/hinan.html

西 郡
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雪舟くん・倉敷中央病院往復便（山手ふれあいタクシー）を利用していますか？

　山手地区の住民は、雪舟くん・倉敷中央病院往復便（山手ふれあいタクシー）を利用できます。停
留所と運行時刻は、下表のとおりで、料金は山手地区と倉敷中央病院間が 500 円（旧市内からは
800 円）です。
　倉敷中央病院への通院、倉敷駅北口から岡山空港へ、岡山駅から新幹線等、出張、旅行等に活用し
て利用率を高め、山手村の時から続くこのサービスを地域で支えていきましょう！！ 
　雪舟くんのサービスについては、総社市のホームページをご覧ください。

予約は、 通過時刻の１時間前までに、日の丸タクシー（電話 90-1288）へ

　1 時間前までに、日の丸タクシー（電話 086-698-1288、0866-90-1288、0120-17-1288）へ
電話し、「住所・氏名・利用人数・電話番号・停留所・通過時刻等」を予約し、停留所等でタクシー
を待ちます。「雪舟くん」と異なり、市への事前の利用登録は不要です。予約キャンセルの場合は、
必ず日の丸タクシーへ連絡をお願いします。土・日曜日、祝日、年末年始は運休します。
総社市ホームページ　http://www.city.soja.okayama.jp/kotsu/kurasi/shin_seikatu_koutuu/jikoku08.html

倉 敷 方 面
停留所 １便 ２便 ３便 ４便 ５便

総社駅 7:30 9:00 12:00 14:45 17:30

総社市役所 7:32 9:02 12:02 14:47 17:32

さかえ外科 7:35 9:05 12:05 14:50 17:35

西郡 7:38 9:08 12:08 14:53 17:38

郵便局 7:39 9:09 12:09 14:54 17:39

山手支所 7:40 9:10 12:10 14:55 17:40

友野商店 7:41 9:11 12:11 14:56 17:41

サンロード吉備路 7:44 9:14 12:14 14:59 17:44

東国分寺団地 7:47 9:17 12:17 15:02 17:47

三宅酒造 7:48 9:18 12:18 15:03 17:48

村上産業 7:49 9:19 12:19 15:04 17:49

平山 7:51 9:21 12:21 15:06 17:51

富尾団地 7:53 9:23 12:23 15:08 17:53

西坂台団地 7:55 9:25 12:25 15:10 17:55

水別 7:57 9:27 12:27 15:12 17:57

倉敷駅北口 8:05 9:35 12:35 15:20 18:05

松田病院 8:10 9:40 12:40 15:25 18:10

しげい病院 8:12 9:42 12:42 15:27 18:12

倉敷中央病院 8:15 9:45 12:45 15:30 18:15

総 社 方 面
停留所 1 便 2 便 3 便 4 便 5 便

倉敷中央病院 8:15 12:45 14:00 15:30 18:15

しげい病院 8:18 12:48 14:03 15:33 18:18

松田病院 8:20 12:50 14:05 15:35 18:20

倉敷駅北口 8:25 12:55 14:10 15:40 18:25

水別 8:33 13:03 14:18 15:48 18:33

西坂台団地 8:35 13:05 14:20 15:50 18:35

富尾団地 8:37 13:07 14:22 15:52 18:37

平山 8:39 13:09 14:24 15:54 18:39

村上産業 8:41 13:11 14:26 15:56 18:41

三宅酒造 8:42 13:12 14:27 15:57 18:42

東国分寺団地 8:43 13:13 14:28 15:58 18:43

サンロード吉備路 8:46 13:16 14:31 16:01 18:46

友野商店 8:49 13:19 14:34 16:04 18:49

山手支所 8:50 13:20 14:35 16:05 18:50

郵便局 8:51 13:21 14:36 16:06 18:51

西郡 8:52 13:22 14:37 16:07 18:52

さかえ外科 8:55 13:25 14:40 16:10 18:55

総社市役所 8:58 13:28 14:43 16:13 18:58

総社駅 9:00 13:30 14:45 16:15 19:00
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地域内の用排水路の一斉清掃

　西郡自治会「道路水路を守る会」は、地域内の道路や水路の管理を行っています。自治会員全員が
参加する用排水路の清掃奉仕（通称、溝掃除）を年２回（４月、９月）実施しますので、ご参加をお
願いします。
　また、農家を対象とした池や用水路の清掃も年３回（５月、７月、９月）実施しています。

西郡のくらし 自治会

西郡自治会の活動

●自治会は、西郡内に居住する世帯（平成 30 年現在 340 世帯）の代表者を会員として組織されてい
ます。アパート世帯を除いた加入率は 97% 以上に達しています。

●自治会は、西郡上、西郡下、新屋敷の３町内会から構成され、町内会詳細区分図（P10）に示すように、
上に４組、下に 10 組、新屋敷に４組が設けられています。

●自治会は、各組から代表として選出された評議員で構成される評議員会と評議員の互選により選出
された会長、副会長及び会計により運営されています。

●年間の活動計画や予算の審議は４月に開催される総会で審議・決定されますが、毎年多数の会員が
参加する活発な総会となっています。

●各町内会は、各地区に残る祭礼や伝統行事などを伝承しています。
●一方自治会は、住民が相互の親睦を図り、明るく住み良い活性化した西郡を創ることを目的に、見

守り活動などの福祉活動、防犯灯の維持管理、防災、交通安全等、地区民の安全に関する活動、地
区内の公園、ゴミステーション等の維持管理を行っています。

●平成 30 年度からは、福山城址などの共有地の管理を行ってきた西郡共有と合併し、地域全体の共
有地の管理と活用を行っていきます。

●また、住民相互の親睦を図るため、地域の子供会などの諸団体と協力して、子供みこし、子供相撲
などの行事を開催するとともに、開催団体への援助を行っています。

自治会総会の開催 用排水路の一斉清掃案内看板の設置
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農マル園芸
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片
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旧
山
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下 10
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下１下２

下３

下６

下７

新３

新４

新２

新１

下８
上３
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上１

下４

下５県道 272 号

県道
270 号

県道 270 号

↑至総社

至岡山→

←至清音

西郡自治会の活動の様子

 

　自治会は、山手地区や総社市が開催する様々な行事の運営にも参加しています。

クリーン作戦

夏祭りやまて町内会総会

西郡町内会詳細区分図

総社市地図情報　http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/profile/soujasi_map_info.html
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西郡の共有地について

　西郡の南にそびえる福山の頂上には西郡の共有地があり
ます。共有地内には、国の史跡である福山城址があり、多
くの登山者、ハイカーが訪れる県南部の一大景勝地となっ
ています。
　西郡は、333,684㎡にのぼる共有地が散在しています。
これらの共有地は、今まで西郡共有が管理してきましたが、
共有の会員数は、172 名（H21）から 118 名（H30）に
減少し、高齢化の進行もあり、今後は地区の財産として自
治会が管理・活用していくことを検討しています。

福山城址等共有地の清掃管理

岡山市街地を臨む 清音地区が整備した 1,234 段の階段 福山城址の清掃・管理

西 郡

共有地

共有地管理の自治会への移管共有地管理の自治会への移管
任意団体

共有地管理の移管

西郡自治会西郡自治会

西郡共有西郡共有

西郡自治会
（財産管理部会）
西郡自治会

（財産管理部会）

西郡自治会
（財産管理部会）
西郡自治会

（財産管理部会）

任意団体

任意団体として合併（H30年４月）

認可地縁団体へ移行（H31年 4月～）

「登記の特例」を活用した共有地の
自治会への移管（H32年３月まで）

　任意団体（人格なき社団）で
ある共有と自治会を合併し、自
治会に共有地管理の実績を移す。
　認可地縁団体に移行した自治
会に「登記の特例」を活用して
共有地を移管する。
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ゴミステーションの配置と掲示板の利用について

　西郡には、12 カ所のゴミステーションが設置され、それぞれ広報掲示板が設置されています。
　どのゴミステーションを利用すべきかについては、所属する組の自治会評議員にご相談ください。
自治会会員名簿に利用しているゴミステーション番号が掲載されています。
　ステーションの美化と衛生を保つため、ゴミステーションごとに清掃当番などのルールが定められ
ていますので、これに従ってください。
　ごみの収集日や区分については、総社市から「ごみの正しい出し方」が全戸配布されています。

総社市 HP：http://www.city.soja.okayama.jp/kankyo/kurashi/gomi_recycle/gomisyuusyuu/gomi-dashikata.html
　
　引っ越しなどで多量のごみが出た場合や、タンス、布団などの可燃性粗大ごみは、吉備路クリーン
センター（電話 086-698-3774）に直接持ち込むことができます。

http://www.city.soja.okayama.jp/kankyo/kurashi/kouiki_kankyou/kibiji_c/moyaseru_hannyu_3.html

慶弔情報専用掲示場所の確保

　慶弔情報を迅速にお知ら
せする目的で、地区内ゴミ
ステーション 11 カ所と四
つ角の絆塾専用掲示板に慶
弔専用の掲示場所を設け
ていますのでご利用くださ
い。

③

②
④ ⑧

⑨

⑥

①

⑪

⑫⑤

⑦
⑩

➡

　ピンク色で示したゴミス
テーションはポスターを２
カ所掲示できます。
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グラウンドゴルフ

ペタンク

　　　　　　　　　　 　  公民館西郡分館（西郡公正館）について

　住民活動の拠点となっている公正館は、山
手村時代に地域のコミュニティーハウスとし
て建設されたことから、台所がある飲食可能
な施設となっています。
　公正館には、様々な情報・映像機器が整備
されていますので、公正館の予約の際にお申
し出ください。

①　プロジェクターや DVD レコーダーなどが設置されていますので、テレビ、ビデオテープ、DVD、ビデオカメラ、
パソコン・スマホ等の映像を大画面で映写して、様々な行事を開催できます。

②　無線 LAN（Wi-Fi）も利用できますので、リアルタイムな情報を活用できます。

③　最新のソフト（Office2016、Illustrator、Photoshop、Acrobat、一太郎 2016、ビデオ編集等）を利用で
きる共用パソコンやコピー機能を有するプリンタが設置されています。

④　広報用ポスターを作成するためのラミネータやスマホやタブレットに対応した充電コーナーも利用できます。

⑤　総社市が実施している防災・救急、健康事業等と連携した「緊急告知ラジオ　こくっち」や「“歩得”健康商品券」
を獲得できる歩数計カードリーダなども設置されています。

西郡のくらし 公正館　

福山に登ってみませんか
共有地を知る講座

西郡のくらし 分館

福山の歴史と自然を知ろう

昔遊び

お飾りづくり

　　　　　　　　　　　　　   　  公民館西郡分館活動について

　西郡分館では、西郡地区の絆を推進する会、
自治会、子供会等と連携して、子どもたちか
ら大人までが地域の歴史や文化を知り、健康
を増進し、安全に暮らすための様々な行事を
開催していますので、ぜひご参加ください。
　毎年の行事予定は年度当初に全戸に配布し
ます。
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「西郡の歴史とくらし」の刊行

山陽新聞
（平成 28 年 1 月 13 日）
倉敷・総社版
地域の皆様の理解

（地域情報の発信）

西郡のくらし 絆塾

西郡地区の絆を推進する会（絆塾）の目的

　強い絆と優しさで結ばれた活気ある西郡をつくるため、次に示す活動を行っています。
（１）住民が急増する西郡において、若い世代や新たに居を定められた住民の皆様に地域の歴史や伝

統を継承し、活気ある西郡をつくります。
（２）自治会、公民館分館活動、子供会、消防団、地踊り保存会等の地域の諸団体と、地域の懸案事

項を協働して考え、解決策を提案できる場をつくります。
（３）様々な市民参加型事業を実施し、住民の参加と交流を促進します。
（４）地域づくりに意欲ある若手を発掘し、西郡の将来を支える次世代を育成します。

活動のスキーム（地域団体との協働）

地域環境の保全

連携した地域活動

絆塾
（絆を推進する会）

協働

子供会、福祉委員会等

西郡共有

地域を支える
諸団体

地域を知る学習、生涯学習

西郡自治会

公民館
西郡分館活動

地
域
学
習

共
有
地
の
活
用
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ホームページ（HP）の作成

http://kizunazyuku.jp/
　住民間のコミニュケーションの向上と地域情報の収集・公開
を目的に HP を平成 29 年 6 月から本格稼働させています。

毎月の絆塾ニュースの発刊 専門家を招いた市民参加型事業の開催

地域に残る歴史的資料の収集と保存

　約 20 年前に撮影され、長らく所在不明となって
いた「西郡地踊り」の映像が岡山県生涯学習セン
ターに保存されていることが判明しました。しか
し、テープの痛みが激しかったことから、制作会
社のテレビせとうちクリエイトにお願いし、DVD
化とプロテクションの解除が実現でき、公正館で
いつでも公開できるようになりました。
　今後、地域に残る文書や映像（VHS、8mm）な
どのデジタル化と公開を実施していきます。
　収集した映像や資料は、公正館でいつでも見え
るように保存・公開していきます。　
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西郡の祭礼、行事

西郡・山手地区などで開催される行事等について
平成30年度の例

月 日　時 行　事　名 場　所 内　　容 備　　考
４月 1日（日） 春祈祷（金比羅様）　新屋敷町内会総会 やすらぎ公園 ご祈祷、総会があります 新屋敷町内会
４月 8日（日） 春祈祷（牛神神社）　上町内会総会 牛神神社 ご祈祷、総会があります 上町内会
４月 15日（日） 春祈祷（郡大明神）　下町内会総会 みはらし公園 ご祈祷、総会があります 下町内会
４月 22日（日） 自治会総会 公正館 活動計画、予算等を審議します。 自治会・共有・絆づくり
４月 29日（日） 用水路等溝掃除 西郡全体 自治会員全員で用水路等を清掃 自治会（土木担当員）
５月 14～15日（月～火） 御崎神社　春祭 各町内 幟立て等を行い、春祭りを祝います 各町内会
５月 27日（日） 池の土手草刈り 西郡全体 農家（中郡、新池、山田、天満、城根） 自治会（土木担当員）
７月 15日（日） 木野山様（子供みこし）、郡様祭礼 木野山様 子供みこし、お接待 自治会・子供会・絆づくり
７月 28日（土） 夏祭りやまて 山手公民館 十日町の子どもたちも盆踊りに参加 実行委員会
７月 28～30日（土～月） 十日町友好交流事業 山手公民館 十日町の子どもたちとの相互交流 実行委員会
７月 22日（日） １２ヶ郷用水溝掃除（藻ひき） 農業用水 12ヶ郷用水関係農家（東組、西組） 自治会（土木担当員）
8月 10日（金） 御崎神社　夏祭（わくぐり祭り） 御崎神社 伝統のわくぐり祭があります 御崎神社
８月 14日（火） 西郡盆踊り　 公正館 地踊りや打ち上げ花火があります 地踊り保存会
９月 初旬（日） クリーン作戦・カーブミラー清掃 山手地区 地域の清掃奉仕を行います 生活環境部会
９月 9日（日） 用水路等溝掃除 西郡全体 自治会員全員で用水路等を清掃 自治会（土木担当員）
９月 23日（日） 山手スポーツ大会 山手小学校 ペタンクの大会を行います 体育部会
９月 16日（日） 子供相撲（牛神様祭礼） 牛神様 子供相撲に参加しましょう 自治会・絆づくり
９月 23日（日） 池の土手草刈り 西郡全体 農家（中郡、新池、山田、天満、城根） 自治会（土木担当員）
10月 14～15日（日～月） 御崎神社　秋祭 各町内 幟立て等を行い、秋祭りを祝います 各町内会
10月 14日（日） 西郡　子供みこし 公正館集合 子どもたちが西郡全地区を行幸します 子供会・自治会・絆づくり
10月 20～21日（土～日） 山手地区文化祭 山手公民館 たくさんのイベント、発表があります 山手公民館
11月 4日（日） そうじゃ吉備路ウォーキング大会 吉備路周辺  コース（22、11、6、1.5 km）再編しました 実行委員会
11月 18日（日） 共有地整備事業 福山・幸山 福山（5組、6組）、幸山（7組、8組） 西郡自治会
１月 13日（日） とんど焼き（とんど祭り） 公正館 お飾り等の供養、餅つき、ぜんざい等 分館・絆づくり
２月 8～10日（金～日） 十日町友好交流事業 新潟県訪問 十日町の子どもたちとの相互交流 実行委員会
２月 24日（日） そうじゃ吉備路マラソン 吉備路周辺 吉備路を走る恒例のマラソンです 総社市
３月 初旬（日） クリーン作戦・カーブミラー清掃 山手地区 地域の清掃奉仕を行います 生活環境部会
３月 10 日（日） 健康福祉フェア 山手公民館 福祉のことを知る良い機会です 実行委員会

地区内団体が開催する行事は、毎月の広報誌、絆塾ニュース、お知らせ、ポスター掲示などで随時お知らせします。
最新情報は、西郡ホームページ（http://kizunazyuku.jp）をご覧ください。

子供相撲（９月）

とんど祭り（１月） 

子供みこし（10 月）

盆踊り大会（８月 14 日）
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ひまわり会

ふれあいサロン
キラキラ会

仲良しクラブ

花の会 など

子ども会

シルバークラブ

地踊り保存会

福祉委員
山手地区社協

西郡
自治会
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西郡の諸団体

（H30 年度）

西郡の諸団体の活動

西郡では自治会を中心に様々な団体が連携して、地域を支え、活性化する活動を行っています。

地区内諸団体の活動風景

地区内の諸団体は、協働して活動し、地域の活性化に貢献いただいています。

西郡を支える諸団体の紹介
団体名 入会資格・会費など 主な活動の内容紹介 会員構成

（人数・年齢）
連絡先

（代表者・電話）
総社市消防団
山手分団第１部

（管轄 西郡､ 片山）

●自主入団
●毎年度 4 月入団

地域の消防・防災を支えるとともに、地域で開催される各種行
事（子供みこし、盆踊り、花火の打ち上げ等）の警備などに協
力しています。

●団員 26 人
●年齢 20 代〜 60 代

●部長
　劒持 賢一　　94-8001

西郡地区福祉委員 ●自治会評議員から
　選出
●自主参加

西郡でも一人暮らしや高齢者のみの世帯が増え、認知症や介護
を必要とする方も年々増えています。福祉委員は、「地域の見
守り役」として活動するとともに、山手地区社協の行事、敬老会、
給食サービス、ふれあいサロン活動への支援、小地域福祉活動、
健康福祉フェア、山手なかよしウォーキング、やまてちびっこ
まつり、友愛訪問、福祉研修会などに協力しています。 

●福祉委員会 27 人
　自治会 18 人
　自主参加９人

●福祉委員 西郡代表
　小原 眞理子　92-0840

西郡子供会　
（自治会補助団体）

●入会資格
　小学１〜６年
●年会費：1,200 円

西郡では、子供会が活動し、地域の子どもたちや家族の交流の
場となっています。子供会は、地域で開催される子供みこし、
昔あそび、夏祭りやまてなどの行事に積極的に参加しています。

●会員 98 名
　（72 世帯）

●子供会部長
　濵戸 久美子　31-7797

西郡シルバ－クラブ
（自治会補助団体）

●満 65 歳以上　
●年会費：1,000 円

幼稚園児や子ども会との交流、公正館の草取りなどの地域奉仕、
山手や総社地区のシルバークラブとの交流、日帰り旅行や忘年
会も行っています。

●会員 50 名 ●会長
　守安 睦夫　　92-1837 

ひまわり会
（自治会補助団体）

●年会費：1,000 円
●西郡の婦人の方

公正館の清掃などの地域奉仕、夏祭りやまて、西郡地踊り、子
供みこし、とんど祭りなどの行事のお手伝い、お楽しみ会（花
の寄せ植え、物作り）や日帰り旅行も行っています。

●会員 23 名 ●北村 美和子　93-5167

西郡地踊り保存会
（自治会補助団体）

地元に古くから踊られてきた地踊りを伝承するとともに、毎年
８月 14 日に公正館東側広場で盆踊り大会を開催しています。
盆踊り大会の最後には花火の打ち上げも行い、地域の１大イベ
ントとなっています。

●会員 10 名 ●会長
　守安 睦夫　　92-1837 

ふれあいサロン
キラキラ会

●西郡在住の方
●年８回実施
●年会費：1,000 円

実施月の第１火曜日午前中に定例会を開催し、研修会、花見、
祭りへの参加、食事会、ゲームや鑑賞会の開催などを行ってい
ます。

●会員 26 名 ●劒持 武子　　92-5207

仲良しクラブ ●２月に１回
●会費：1,000 円

手芸、料理づくり、ちぎり絵、干支づくりなどを行い、文化祭
へ出展したり、忘年会の開催など多彩な行事を行っています。

●会員８名 ●守安 初子　　92-0690

花の会 ●花代は実費を徴収 以前、花の稽古をしていた仲間は、師が他界されて後、しばら
くして仲間が集まり、花を通して、元気づくりをしたいと月１
回集まって稽古をしている同好会です（１月と８月は休み）。
講演会や総会などが開催される際は、会場に生け花を生けるな
どの奉仕活動も行っています。

●会員８名 ●風早 栄　　　93-4902
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