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JR伯備線を気軽に利用するには清音への便利なアクセスが不可欠

「なんで避難所から
清音駅に行けんのじゃ
ろうか。代行バスは
駅までしか行かんし、
お金がかかる。真備
の無料バスは真備の
中をグルグルするばっ
かり。清音駅までの
無料バスがあればえ
えんじゃけどなぁ。」
薗小学 校の避難
所で何人 ものお年
寄りから 聞いた言
葉です。 倉敷市は
せっかく 無料の復
興支援バ スを出し
ているの になぜ住
民の要望 のある清
音駅に行 かないの
でしょう か。避難
所のお年 寄りに詳
しく聞く と、真備
復興支援 バスは倉
敷市の運営。JR清
音駅の所 在地は総
社市。倉 敷市のバ
スが隣の 市に行く
のはハー ドルが高
いとのこ と。これ
は「大人の事情」っ
てやつですか？？

る 高校生も 強く感
じ ています 。岡山
倉 敷方面か ら真備
に入る場合 、JR清
音 駅までは 伯備線
に 乗り、そ こから
井 原鉄道代 行バス
に 乗ります 。この
代 行バスの 本数は
真 備方面１ 日１０

本 。そのうち 川辺
宿 駅で復興支 援バ
ス に接続して いる
の は２本だけ 。そ
う 、車を運転 でき
な い高校生に は真
備 に行くのだ けで
一 苦労！清音 から
真 備町内を巡 回す
る バスの運行 は本

当に無理なのでしょ
うか。
NPO法人公共の交通
ラク ダの岡将男 さ
んは 「とにかく 住
民が 地域の政治 家
など 決定権を持 つ
人に 聞こえるよ う
に声をあげること。
本当 に困ってい る
人の 声を無視す る
こと はできない か
らね 。」と言わ れ
ます。避難所のお年
寄 り の 率直 な 要 望
「清音駅に行きたい」
という声を私達高校
生は声を大にして言
います。大切なこと
だか らもう一度 言
いますね。

「清音駅に行き
たい！」

#おかやまJKnote副代表の片岡優奈です。倉敷から真
備にボランティアに行く際、代行バスに間に合わなかっ
たため、JR清音駅にある「災害緊急シェア自転車」を利用しました。清
音駅の駅舎横に申し込みも何もいらない、本当に自由に乗ることのでき
る自転車があるのです。これは、NPO法人ラクダと平和の樹が寄贈を受
けた中古自転車を並べています。清音駅から川辺橋を渡って、箭田公民
館まで約３０分。土ほこりと３６度超の気温、正直キツいです。秋にな
れば少しは楽になるかもしれませんが・・。ボランティアの後、清音駅
まで自転車で帰る体力が無く、結局引率の先生の車に自転車を積んで清
音駅まで送ってもらいました。
真備へ のアクセ でも、体力さえあれば清音から真備町内のアクセスは抜群。これからの
スの悪さは、私達、 涼しい季節にはオススメです。
ボランテ ィアに入 〈無料自転車についてのお問合せ〉堀脇さん携帯電話090-1357-4677
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二万小学校
Q，なにか要望や、
このよう なことが
あれば良 いなとい
う願望な どはあり
ますか？
◆Sさん（箭田中学
校の近く に住んで
いた。家 に水が溜
まって、 避難所ま
で泳いで 向かって
いたが、途中でボー
トに救出された）
好きな事 をもっと
したい
◆Hさん 14歳
避難所では人生ゲー
ムとか、 子供達と

遊 んでいる 。同年
代 の、一緒 に遊ん
だ り話した りでき
る友達が欲しい。
◆Aさん 13歳
避 難所のみ んなが
共 有できる 冷蔵庫
が欲しい
箭田公民館
◆Sさん（酒屋経営。
75歳）
家 は3階建てで、1
階が酒屋だったが、
酒 屋は全滅。2、3

★団体名
熱対医団（復興作業熱中症
対策医師看護師支援団）
★活動内容
復興作業にあたる個人や団体の方への熱中症に
ついての啓発活動、熱中症対策の天然塩の無償
配布を行っています。今後は、経口補水液の調
達と配布や、若者向けの啓発ツールとしてline
スタンプの作成も検討しています。
★活動拠点
〒701-0205
岡山県岡山市南区妹尾840-11
医療法人まえだ診療所 災害支援事務局
★連絡先
info@nettai-idan.com

MABI PAPER
デジタル版

LINE@「MABI PAPER」に
ご登録ください。
新聞を発行するたびにLINE@
を通じて配信します。
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階 はなんとか 生き
残 ったので今 はそ
こ に住んでい る。
マ ビペーパー を見 アド バイスなど で
て、「励みになる」 きな いから、少 し
言って下さました。 でも 被災者の皆 様
のス トレスを軽 減
薗小学校
する ため、子供 や
◆CAPPOの塩津朋子 大人 の方々の話 を
さん（CAP→20年前 聞い たり、子供 た
から岡山で活動CAP ちと は外に出て 一
PO →今回の西日本 緒に遊んだりして、
豪雨のために創設） 心身 ケアができ て
自 分達が被災 した いたら良いなと思っ
わ けじゃない ので ている。

市民による豪雨災害から前に進む情報サイト
「うったて」
なるべく市民にとってわかりやすいように情報
をまとめることを考え、支援制度等のわかりやす
い解説記事やテーマごとの情報のまとめを行い、
岡山県全域の官民による支援制度のまとめサイト
となることを目指しています。
なお、このホームページの運営はこのたびの災害
支援に取り組む、NPO、事業、事業所などによる
ボランティアのネットワーク組織「災害支援ネッ
トワークおかやま」が、そのメンバーでもある全
国のボランティアのライターさんと共に行ってい
ます。URL

http://uttate.jp/
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箭田公民館を中心に
配布します。

1.MABI PAPERに掲載して欲しい方
個人・団体問いません。明るいニュースを求
QRコードを読み込んで登録！→
めます！
2.MABI PAPERを置いていただける方
ご協賛ありがとうございます
避難所・仮設・支援物資分配所・お店・学校
（株）地球屋さま プリンターご提供
また「MABI PAPER」は「ももたろう基金」の助 などすべてのお問合せは「マビペーパー編集部」
【お問合せ】 info@jknote.work まで
成を受けて制作しています。

