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倉 敷 の「 今 」を 伝 え る ニ ュ ー ス レ タ ー

記念すべき節目が目白押し

●児島のシンボルロゴ ブロックマーク

つなぐ、つながる、児島。
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上部のグレーの部分は陸続きになる以前
の倉敷を、下部の赤色の部分は島であった

繊維産業が集積する「繊維のまち」であり、

時代の児島を表現しており、結合したものが

「国産ジーンズ発祥の地」でもある倉敷市児
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現在の倉敷市です。同時に、瀬 戸大橋でつ

島。今年は、児島地区にとって、吉備の児島

ながり、人や物資の往来も盛んな現在の児島
（上）と坂出市（下）も表しています。

陸続き400 年、瀬戸大橋が開通し本州と四

第14 号発行のご挨拶

国がつながって 30 年、学生服生産開始100
周年、児島ジーンズストリート設立から10 年
▲下津井瀬戸大橋

と、記念すべき節目が目白押しの年です！

記念事業実行委員会は倉敷市児島の魅力を全国にＰＲするため、
様々

岡山県南部に位置する、倉敷市―。町家や古民家を利用した新たな観光スポットが次々と生まれて

な取り組みを行っています。

いる「倉敷美観地区」
、日本初の私立西洋美術館である「大原美術館」
、繊維産業を進化させ続けてき
た「国産ジーンズ発祥の地・児島」など、歴史と伝統が常にアップデートされ、新しい文化「クラシ
キ文華」が華開いています。平成 30 年７月、未曽有の豪雨災害が倉敷市を襲いました。全国の皆さ
まからのご支援を受け、復興に取り組む倉敷市の元気な姿
と、
「クラシキ文華」の魅力をお伝えする『クラシキ文華新聞』

奈良時代の偉人「吉備真備公」

第14 号をお届けします。ぜひ、ご一読ください

ゆかりの地であり、作家・横
溝正史が、名探偵「金田一耕
助」を生み出したまち。
温暖な気候と、高梁川の豊かな水
を生かし、マスカットやスイート
ピーなどの栽培が盛んなまち。

復興へ
向けて

倉敷の実業家・大原孫三

平成 年７月豪雨

郎が、洋画家・児島虎次
郎に託して収集した、西
洋美術などを展示する日
本初の私立西洋美術館。
備中の玄関として栄えた港町で
今でも当時の商家や土蔵が残っ
ています。昭和レトロな商店街
など、ノスタルジックな町並み

天領として栄えた時代の

散歩も楽しめます。

30

風情と美しい景観を色濃
く残すまち。

足袋・学生服・作業服と、
繊維のまちとして発展し、
日本で初めてジーンズを
国産化しました。全国の
ジーンズファンからの注
目を集めています。

瀬戸内海に臨む、約 2500ha
の空間に、250 を超える事業
所が立地する水島コンビナー
ト。美しく光る夜景は「夜景
100 選」にも選ばれています。

100 年に１度といわれる記録的な大雨により、倉敷市
では、２日間で年間降水量の約３割に相当する降雨とな
りました。倉敷市真備地区では、一級 河川・小田川をは

編集後記

発災から３カ月近く経ちまし

た。全国の皆さまの力強いご支援

も あ り、 倉 敷 市 真 備 地 区 も 復 旧

年７

30

から復興へ移り始めました。改め

て感謝申し上げます。平成

などの災害が続き、大変な時代に

《４》

月豪雨以降も、全国で台風や地震

倉敷市公式 Instagram
https://www.instagram.com/kurashiki_city/

なったと感じています。ご支援へ

倉敷市公式 Facebook
https://www.facebook.com/KurashikiCity

みたいと思います。
（安藤・村上）
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の感謝を胸に、今は復興に取り組

クラシキ文華新聞 Vol.14
平成 30 年９月吉日発行

じめ、小田川の４つの支流において８カ所で堤防が決壊、
７カ所で一部損壊・損傷となり、大規模な浸水被害が発
生しました。
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まだまだ、皆さまのご支援を必要としています
倉敷に力を貸してください！

災害復旧・復興ボランティア
を募集
倉敷市災害ボランティアセンターでは、倉
敷市真備地区で、災害の復旧・復興に当たる
ボランティアを募集しています。現在、援助
を必要としているが、自ら援助を要請するこ
とが困難な世帯への働き掛けに着手し、家財
の片付けや天井・壁・床はがしなどの作業が
求められています。
□受付時間…９時 ～10 時
□申込方法…
①事前インターネット申し込み
②中国職業能力開発大学校（倉敷市玉島長尾）
に設けた倉敷市災害ボランティアセンターで
当日受け付け
□送迎バス…ＪＲ新倉敷駅からセンターへ（８
時半～９時半。帰りの便もあり）

 倉敷市災害ボランティアセンター☎０８６‐
こ の 災 害 に より、真 備 地 区 4,400ha の うち 約

５２６‐４９７０

1,200ha、5,700 棟 超の 住 家が浸 水するとともに、
真備地区以外についても土石流や土砂崩れなどが発生
しました。災害救助法の適用、激甚災害の指定、さら
には豪雨災害として初めて特定非常災害の指定となる
など、倉敷市始まって以来の未曾有の大 災害となり、

倉敷美観地区
や児島地区に
は、
大きな被害は
ありませんで
した。
ぜひ、観光に
来てください
！

クラシキのイベント

市全体で 52 名もの尊い命が失われました。
倉敷市には発災当初から、全国から心のこもった支
援物資や多くの義援金が寄せられ、復旧・復興に当た
るたくさんのボランティアの皆さまに大きな力添えをい
ただいています。改めまして、深く感謝申し上げます。

吉備の児島陸続き 400 年・瀬戸大橋開通 30 周年記念事業

せんいを巡る児島スタンプラリー
むかし児島は島だった！

一日も早く、復興を遂げた倉敷市の姿を全国の皆さ

倉敷市児島が陸続きになって今年で 400 年になります。干拓地に植

まに見ていただけるよう、国や県、関係機関と協力し

えられた一輪の綿花から始まった児島の繊維産業の歴史を、スタンプを

て復興に向けて全力で取り組んでいきます。引き続き、

集めながら再発見してみませんか？

ご支援をよろしくお願いいたします。

各ポイントには、児島ジーンズストリートキャラクター「Ｇパンだ」の
おもしろスタンプが。集めて応募すると、児島産のすてきなグッズが抽
選で当たります。ぜひ全 10 個を制覇してください！
□期間…11 月 30 日㈮まで
□場所…倉敷市内のスタンプ設置場所
【スタンプ設置場所】
●倉敷物語館臨時観光案内所

●㈱バイストン本店倉敷帆布

●旧野﨑家住宅

●ＲＩＶＥＴＳ

●児島学生服資料館

●ジーンズミュージアム & ヴィレッジ

●ＦＬＡＴ

●ｂｅｌｋ

●むかし下津井回船問屋

●鷲羽山レストハウス

イベント

倉敷屏風祭

日程

▶児島ジーンズストリート
キャラクター「Ｇパンだ」

場所

10 月 20 日㈯・21日㈰
倉敷美観地区周辺
10 時～17 時

10月20日㈯・21日㈰
せんい児島
瀬戸大橋まつり ９時～17 時

内容
町家約 25 軒で屏風や家宝などが飾られる「わが家のおひろめ祭」

「繊維のまち・児島」ならではの質の高い繊維製品を格安で買える「即売大テ
児島ボートレース場
ント村」や、ご当地グルメが楽しめる「飲み食い横丁」がオープン。倉敷市最
駐車場
大級の動員数を誇るビッグイベント

イベント情報は、 倉敷市公式 Facebook（https://www.facebook.com/KurashikiCity）でも紹介しています！

《２》

《３》

