
岡山市 学生イノベーションチャレンジ推進事業2019（令和元)年度

総合人間学部生活心理学科・地域マネジメント学部

学生チーム

日帰り市内旅行で､
健康づくり地域づくり。

■活動：山陽学園大学 学生チーム

総合人間学部生活心理学科住居学研究室澁谷ゼミナールの学生

地域マネジメント学部地域マネジメント学科有志

○活動期間：2019（令和元）年夏～2020（令和2）年3月

○連絡先：〒703-8501 岡山市中区平井一丁目14-1

TEL086-272-6254（3541） 山陽学園大学住居学研究室

●協働

岡山市中区平井学区すずらん交流会の方々と友人の方々

岡山市中区操明学区連合町内会の方々

○支援

まちゼミ出展：まちゼミ表町実行委員会

ゼミ会場：COC+(岡山県立大学）と岡山市が岡山コモンズを提供

バス運行・保険手続き：岡山電気軌道 (株) 岡電観光センター

●助言：㈱ＪＴＢ岡山支店

●助成：岡山市

おかやまシルバーツーリズムの提案

2020（令和２)年 3月
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撫川城
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旅への誘い① 歴史を歩く。
歴史の宝庫です岡山市西部は。 お友達と岡山市

内旅行です。

犬養木堂生家
いっぱい
見たね。

ついてき
ちゃった。

木下公の庭園近水園（おみずえん）です。

食事をした足
守プラザ

ここが秀吉が
水攻めをした
お城？

高いところが無いので
浸かっちゃうね。

本殿までの急な階段。足の不自由な人がいたら…？

南の回廊から本殿に登るのはずっと緩やか。

庭瀬城址

お堀には大賀ハス

おみやげ情報
撫川団扇は伝統工芸として
高い評価を受けています。
９千円～1万2千円（晴れの
国おかやま館HP調べ）

庭瀬城址から
少々北にあり
ます。
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足守
プラザ

吉備津駅

吉備津神社
本殿

北参道

まちなみ館
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備中
高松
城址

庭瀬駅
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金川

八幡温泉
メダカの学校

福渡

金川

津山線に乗って戦国の城下と温泉に。

旅への誘い② 旭川に沿って。
岡山市北部は
自然がいっぱ
いのところ。

最後がメダカ。
今日来て楽し
かった。

正面の山が戦国時代松田氏の本拠金川城址

御津町郷土歴史資料館は金川で一番の見所

津山線のガードを
くぐるとお城への
登山口。登りたい
人もいたけど次回
に。

ここが「福が渡った
福渡」。作州の玄関
口です。

駅前の
店。落
ち着け
るね。

たけべ八幡
温泉。岡山
市に、市有
の温泉が
あったんだ。
足湯もある
んだよ。

♪メダカの学校は温泉の隣♪ 旅の〆は作りたての
ヨーグルトパフェ。

金川駅

金川城址

御津町郷土
歴史資料館

岡山駅

金川駅

福渡駅

めだかの学校

たけべ
八幡温泉
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おみやげ情報
ヨーグルト持ち帰り可です。



金川

八幡温泉
メダカの学校

福渡

金川

津山線に乗って戦国の城下と温泉に。

旅への誘い② 旭川に沿って。
岡山市北部は
自然がいっぱ
いのところ。

最後がメダカ。
今日来て楽し
かった。

正面の山が戦国時代松田氏の本拠金川城址

御津町郷土歴史資料館は金川で一番の見所

津山線のガードを
くぐるとお城への
登山口。登りたい
人もいたけど次回
に。

ここが「福が渡った
福渡」。作州の玄関
口です。

駅前の
店。落
ち着け
るね。

たけべ八幡
温泉。岡山
市に、市有
の温泉が
あったんだ。
足湯もある
んだよ。

♪メダカの学校は温泉の隣♪ 旅の〆は作りたての
ヨーグルトパフェ。

金川駅

金川城址

御津町郷土
歴史資料館

岡山駅

金川駅

福渡駅

めだかの学校

たけべ
八幡温泉

―03― ―04―

おみやげ情報
ヨーグルト持ち帰り可です。



旅への誘い③ 麦酒と西大寺
岡山市東部のコースは、

万富のビール工場と会陽の町西大寺

万富
キリン
ビール
岡山工場

西大寺
五福通り

西大寺
観音院

ビールは私に
は関係ない。

社会勉強よ。 西大寺って古い
まちなの？

城下町岡山のお
父さんお母さんの
ような町よ。

皆さんがいらっしゃる
場合、西大寺、キリン
ビールの順をお勧めし
ます。

えーと、今回の旅
行の趣旨は･･･。

二番絞りはどこに行く
んじゃろ。

工場に到着。咽が鳴りますなぁ。

お金が貯まりそうな駅名だね。

映画「三丁目の夕
日」のエンディング
シーンのロケ地はこ
こだったのか。

しゃれた料理店で昼食

会陽の舞台になる観音院

岡山駅

万富駅

キリンビアパーク岡山

万富駅

キリンビア
パーク岡山

西大寺駅

西大寺
観音院
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おみやげ
情報
工場限定
の柿の種、
ビールジェ
リーチョコ
レートが人
気です。

おみやげ情報
西大寺といえば小笹せんべ
いでしょう。
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【日帰り市内旅行で､ 健康づくり地域づくりを。】

シルバーツーリズムを地域と結ぶコンセプト図を作りました。健康

づくりから地域づくりへと広がっていく流れを示しています。
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２．目次

【地域における課題と活動目的】

岡山市も高齢社会を迎え、市民は高齢期を健康に過ごすことが

課題になっています。この課題を解決するためには、まず高齢者

が活動して健康寿命を延ばす必要があります。

本計画では、最初に学生が方針を立てました。次に中区平井学

区の福祉活動団体（平井すずらん交流会・オレンジカフェひらい）

と、操明学区連合町内会に参加いただき、公開ゼミ（まちゼミ表

町）で高齢者が訪れることができる魅力ある仲間づくり、学び・健

康増進ができるコースについて提案をいただきました。このモデル

コースを実際に歩き、その成果を観光の専門家であるツーリスト

（JTB)のアドバイスを得て冊子にまとめました。

シルバーツーツーリズムに関心のある市内の高齢者の団体に利

活用をお勧めします。健康寿命の延伸を目指しましょう。

日帰り市内旅行
シルバーツーリズム

健康
づくり

地域を
知る

地域住民間
の交流

地域内経済
の活性化

楽しい時間を健康
的にすごそう。 地域の文化を再発見
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「平井学区のすずらん交流会として」
「足守、吉備津、庭瀬は行かないと」
「西大寺もぜひ。麒麟麦酒も加えて」

第２回目のゼミにも、平井学区、操明
学区から参加いただけました。操明学
区の「かがやきクラブ」だったらどう考
えるだろう？

３.具体案を話し合ったまち「ゼミ表町」

「山陽学園大学もまち

ゼミ表町に参加されませ

んか？」実行委員長の中

塚さんからお誘いがあり

ました。さて困った。売る

物がありません。３日ほど

頭をひねっていると、ひ

らめきました。このシルバ

ーツーリズムの企画会議

を開けば良いのだと。
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まちゼミ第１回 9月28日

趣旨説明の後、３テーブルに分かれ
てワークショップで意見出しです。

まちゼミ第２回 10月6日

まちゼミ表町のリーフレット（部分）

中区南部の平井学区、操明学区から
駆けつけていただけました。

地域学部が調べたまちゼミ表町のポ
スターも展示して説明しました。

どんどん意見が出ます。人生経験の
ある方々の発言は説得力があります。

学生のまちゼミ表町のポスター説明
も手慣れてきました。

チャーターバスは西へ、

総まとめです。ゼミに参加いただいた
皆様のおかげで、シルバーツーリズム
の方向が見えてきました。

モデルツアーの第一弾は、足

守です。旅程を組み、目的地

紹介の資料も作りました。昼

食の場所もなんとか確保。参

加者は19人。いよいよ出発で

す。
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4-1足守

４．モデルツアー① 岡山市西部

①岡山駅西口バスターミナルです。

これから一日バスツアーが始まります。

②侍屋敷に近い観光駐車場に到着し

ました。足もとに注意が必要です。

③足守藩侍屋敷を見学。足守が陣

屋町だと実感できます。わかりやすい

解説をしてもらえました。

④石橋を渡って池の中島に渡れます。

バリアフリー的には何とも…。

⑤吟風閣（ぎんぷうかく）と東に広が

る庭園。のどかな所なのでゆったりと

過ごせます。

⑥足守プラザへ移動して昼食。町並

みの通りは見応えがありますが交通

量が多く側溝に蓋がないのでバスで

移動しました。

【1】 魅力

岡山市西部の足守、備中

高松、吉備津、庭瀬は旧岡

山城下と異なる多様な「歴史

を持つ地域です。

【２】どのようなところか？

足守は江戸時代に足守藩

が置かれていました。藩主

は秀吉の正妻ねねの実家木

下家です。

近水園（おみずえん）は藩

主の庭園です。小堀遠州流を

くむ池泉回遊式の大名庭園で

す。（岡山市ＨＰ参考）

長屋門のある上級武士の屋

敷も保存公開されています。

【3】旅程

足守に行くために小型バス

を借りました。岡山駅西口広

場から出発し、足守、備中高

松、吉備津神社、木堂生家、

撫川城址、庭瀬城址を回って

岡山駅西口に帰ってきました。

足守

足守駅

岡山駅

近水園

武家屋敷

足守
プラザ

駐車場

駐車場

まちなみ館

100m

備中高松駅

済生会吉備病院
内科・外科等

トイレ

トイレ

トイレ

バスで行く場
合、武家屋敷
前と、足守プ
ラザ前の駐
車場使い分
けることをお
勧めします。

食堂有り
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4-2.備中高松城址 4-3.犬養木堂生家・記念館
【1】 魅力

備中高松城址は、岡山県内の

城の中で最も有名な城址・古戦

場ではないでしょうか。秀吉の水

攻めの地です。

【２】どのようなところか？

備中高松城址は公園として整

備されています。

①城址を取り巻く山々も見所です。

織田方、毛利方の陣が城を取り囲ん

でいました。

②城址はこれがお城の跡か？と思う

くらい高い所がありません。バリアフ

リーです。

【1】 魅力

戦前の軍の反乱 5.15事件と、「話

せば解る」という言葉で著名な犬養

毅（号が木堂）元総理大臣の生家

が保存されています。西側に犬養

木堂記念館が建てられています。

【２】どのようなところか？

庭瀬駅と新幹線の間の昔からの

集落の中にあります。

◆昼食は足守でとりました。

当日注文したため時間がかか

りました。

◆犬養木堂記念館

木堂生家と用水を挟んだ西隣

に記念館があります。展示が充

実しています。

鉄筋コンクリートの建物でエア

コンが効いているのでロビーで

一休みしました。トイレも快適で

した。

・開館時間９時－１７時

・毎週火曜日と祝日の翌日休館

・入館無料
①新幹線のすぐ南の駐車場にバスを

止めて、道路面にはめ込まれた誘導

標識に沿って進みます。

②門を入ると主屋が見えてきます。国

の重要文化財として保存・公開され

ています。

③母屋を通り抜けると裏庭に出ます。

西側に記念館があります。

備中高松駅

備中高松城址

犬養木堂生家
備中高松駅

岡山駅

駐車場

蛙（かわず）ヶ鼻築堤跡

岡山駅

庭瀬駅

100m

トイレ

高松城址公園資料館

駐車場から生家
まで住宅地の曲
がりくねった道が
続きます。はぐれ
ないようまとまっ
て歩きましょう。
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4-4.吉備津神社

【1】 魅力

吉備津神社は現在の岡

山県域だけでなく、吉備

の国を代表する神社です。

【２】どのようなところか？

岡山駅から桃太郎線で

４つ目の吉備津駅で下車

し､歩いていくことができる

距離です。神社の前には

広い駐車場もあります。

◆本殿までの緩やかな道
北参道からではなく､南参道か

らお参りしてまた南に帰るルート

をお勧めします。

吉備津神社本殿は岡山県内に２

つしかない国宝の建物です。

室町幕府三代将軍義満の時代に

建てられたのが現在の建物です。

①鳥居前にはみやげ物屋もありまし

た。手を洗い、北からの正面参道か

ら登りました。

②急な石段を登ると北随神門。門を

くぐるともう一度急な石段になります。

ツアーに杖を使う人がいたらどうしま

すか･･？

③階段を上がると目の前が本殿･拝

殿です。お参りして左に回ると境内が

開けます。ちょっと休憩。

④本殿の西側から南へ向けて南随

神門、回廊を下りました。こちらからな

ら杖を使う人も登れるかも。

⑤御釜殿から外の道をバスまで帰り

ました。ゆるやかでした。

吉備津駅

吉備津神社
本殿

岡山駅吉備津駅

駐車場

回廊

100m
南参道

吉備津神社
本殿

駐車場

回廊

南参道

北参道

100m

御釜殿

トイレ

土産物店

トイレ

駐車場

北参道
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4-5.撫川（なつかわ）城址・庭瀬城址

【４】まとめ（岡山市西部コース）

少々欲張ったコースでしたが、

バスを借り切ったおかげで１日に

これだけ見て回ることができました。

気づいた点は以下の通りです。

○昼食会場は予約はしていたの

で座れたが､料理が出てくるの

に時間がかかり､スケジュールが

遅れました。

○吉備津神社の、杖利用者のた

めの石段対策は課題です。

○木堂記念館から撫川城址まで､

バスが南西方向に大回りしなけ

ればいけませんでした。再検討

が必要です。

【1】 魅力

江戸時代の２つの

城址、撫川城址と庭

瀬城址が残るところで

す。堀が良く残ってい

ます。

【２】どのようなところ？

岡山駅から山陽本

線下りに乗車し、庭瀬

の駅で降りると徒歩圏

です。

【３】 撫川･庭瀬の歴史

西が撫川、東が庭瀬です。戦国

時代後半、備中松山（現在の高

梁）の三村氏が備前の宇喜多氏

からの防御のため城を築きました。

江戸時代に大名戸川氏の城に

なり整備されますが、戸川氏は断

絶しました。藩主の弟が旗本とし

て撫川領をつぎ本丸・二ノ丸に知

行所を設けました。江戸時代から

の撫川うちわは著名です。

庭瀬領は、戸川氏が断絶した後、

小大名が短期間に入れ替わります

が、元禄期に板倉氏が入り明治ま

で続きました。（岡山市HP、現地の

市教委説明板を参考）

①後方が撫川城址です。南正面にあ

る門は元戸川陣屋総門であり、明治

にここに移されたと伝えられています。

（市教委現地説明板を参考）

②庭瀬城址（陣屋跡･清山神社）を堀

を挟んだ北側から見ています。堀に

は大賀ハスが植わっていました。

③弁天様にお参りしました。庭瀬は

結構大きな船が入るところだったと伝

えられています。

④バスが岡山駅西口に帰着しました。

参加いただいた方々にアンケートを

書いていただき、お別れのご挨拶を

しました。

庭瀬駅

撫川城址 庭瀬城址

散策道

100m

庭瀬駅

岡山駅

トイレ
（改札内）

知行所総門

清山神社

常夜灯

北長瀬駅

岡山市立
市民病院
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５.モデルツアー② 岡山市北部

【1】 魅力

このコースでは、少子高

齢化が進んでいる町の活

性化と、金川・福渡の歴史

を知ることができます。

【２】どのようなところか？

岡山駅から津山線に

乗って北に向かい玉柏駅

を過ぎると車窓からの景

色ががらりと変わります。

岡山駅から近いところで

すが、のどかな自然に囲

まれた地域が広がってい

ます。野々口を過ぎると目

的地の金川駅です。
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5-1.津山線に乗って 5-2.戦国の城下金川

⑤郷土歴史資料館から北の方向に

金川城への登山口があります。ガー

ドをくぐり妙覚寺の西側を登ります。

②乗る駅と降りる駅で段差・車両と

ホームの隙間が微妙に違います。特

に降りるときにご注意

③正面奥に見える山が臥竜山です。

戦国時代に城が、江戸時代にはふも

とに岡山藩の陣屋がありました。

④御津町郷土歴史資料館は、武藤

家から邸宅の寄贈を受けた建物です。

町家の雰囲気を生かし文化財を公

開・展示しています。

①岡山駅の９番ホームで津山線に乗

ります。写真は２階改札を入ってホー

ムに向かうコンコース

【3】旅程

津山線は本数が少ないため、

汽車に合わせてスケジュールを

組む必要があります。駅から郷

土歴史資料館・妙覚寺まではほ

ぼ一本道だが、距離が少しある

ので履き慣れたスニーカーがお

すすめです。

【4】バリアフリー

御津町郷土歴史資料館の離れ

のトイレには、車いすの方でも入

りやすいトイレがあります。

【５】まとめ

金川は戦国時代に備前の西半

分を押さえた松田氏の拠点です。

郷土歴史資料館では、戦国の旧

城下金川を学ぶ事ができます。

⑥昼食は福渡駅前で食べました。駅

前にお好み焼きやうどんの店がありま

す。店主さんが歓待してくれました。

金川駅

金川城址

御津町郷土
歴史資料館

岡山御津高校

岡山駅

金川駅

江戸時代
の陣屋跡

岡山市
御津支所

100m

トイレ

トイレ 岡山市立
金川病院

妙覚寺

土産物店

歩道はあるのですが､単
調な道。金川城址のある
山が近づいてくるのが救
い。
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【1】 魅力

疲れた体を温泉で癒した後、

環境学習ができるコースです。

【2】どのようなところか

中国山地に源を発し岡山市街

地を貫流し児島湾に注ぐ旭川

の中流に位置します。山に挟ま

れた旭川沿いにJR津山線が

通っていて、国道53号や484号

が交わっています。

【3】旅程

旭川西岸に面した道は車に要

注意。福渡駅からたけべ八幡温

泉までの往路は歩ける距離で

すがが、復路は時間的にもタク

シー利用をお勧め。温泉・めだ

かの学校の後は、ヨーグルト工

場で出来立てのパフェを食べる

ことができます。

【4】バリアフリー

めだかの学校のトイレは車い

すで入るのは少し狭いです。
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5-3.福渡・たけべ八幡温泉・
めだかの学校

⑤建部ヨーグルトでは工場の作業を

見ることができました。売店もあります。

①旭川を、東岸の福渡から西岸（写

真手前）の建部へ渡る歩道橋。雨の

日・風の強い日は転倒などの危険が

あるので、バス･タクシーの利用を。

④めだかの学校は、旭川の魚たちを

展示。淡水魚水族館や自然素材の

郷土玩具を集めたコーナーがありま

す。

⑥福渡駅の岡山駅方面のホームは

陸橋を渡らなくてはいけません。
③たけべ八幡温泉は、岡山市建部町

観光公社が運営している温泉です。

日帰り温泉にも入ることができます。

【５】まとめ

日帰りで温泉に入れ、環境を学

ぶめだかの学校に行けます。福渡

駅から温泉までのバスは本数が限

られています。建部ヨーグルト工房

では、こだわりの牧場で絞った新鮮

な生乳100％にパワフルな乳酸菌

を加えた建部ヨーグルトやパフェが

食べられホッとしました。

②旭川西岸を建部温泉まで下る道の

り。歩道が川の上に張り出しているの

で川の上を歩いているような感じです。

100m

福渡駅

福渡駅

岡山駅

建部駅

建部ヨーグルト工房

めだかの学校

たけべ
八幡温泉

トイレ

建部町図書館

トイレ
飲食店（数件）

建部町公民館

八幡歩道橋

トイレ

岡山市久
米南町組
合立国民
健康保険
福渡病院

トイレ

そこそこの距
離です。往復
は気持ちが
持ちません。
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６.モデルツアー③ 岡山市東部

【1】目的

岡山市東部は、まちゼミで

オススメされたコースです。

駅から近いことも利点です。

【２】どのようなところか

JR万富駅の南にキリン

ビール岡山工場があります。
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6-1万富のキリンビール
岡山工場

①岡山駅２階改札口に集合。わかりや

すい所ですが待ち合わせ場所がありま

せん。トイレも近くにありません。

④跨線橋への登り口。階段が急でし

た。大回りするともっと緩やかな道も

あります。

⑥キリンビール工場には待合・展示

スペースもあります。当日は簡単な

ミーティングを行ないましした。

③万富駅は岡山市内最東端の駅で、

縁起の良い駅名です。駅にはトイレッ

トペーパーがなかったのでペーパー

の持参が必要です。

⑤キリンビール工場に到着です。

ゲートをくぐって大きく左に回り込む

と受付が見えてきます。

②岡山駅から山陽本線上りに乗車。

ホームと電車の床にほとんど段差は

感じませんでした。

岡山工場は吉井川の豊富な水

を求め、1972年に開設されました。

ビール工場には見学、お土産、

試飲などが楽しめます。

「キリンビールは1885年、横浜山

手の在留外国人たちがジャパン・

ブルワリー・カンパニーを設立。

1888年に聖獣“麒麟”をラベルに

した『キリンビール』を発売しまし

た。その後三菱系の企業になった

ときには岡山県出身者が関与しま

した。1991年には清涼飲料事業

が独立し、キリンビバレッジ株式

会社が誕生しました。」（参考キリ

ンビールのHP）

⑦プラントを目の前にして一番搾りと

は・・・。長年の謎が解けました。

100m

万富駅

岡山駅

東岡山駅 西大寺駅

万富駅遠回りの
緩やかな道

近道だが
急な階段が
あります。
遠回りをす
べきです。 工場ゲート

キリンビアパーク岡山

トイレ

トイレ売店
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【１】目的

西大寺は古い町であり、まちゼミ

で熱心に薦められました。

【２】どのようなところか

「西大寺は、今から約1200年昔

（中略）にはじまった。安隆上人に

サイの角を持った仙人がこの角を

聖地に御堂を移せと警告があり、そ

れを実行しそこから犀戴寺となりの

ちに西大寺になった。」（岡山市公

式HP参考）

【３】旅程（キリンビールと合わせて）

良かったところは、男性が参加し

てくれた点です。幅広い世代が楽

しめる内容でした。注意すべきとこ

ろは、トイレやトイレットペーパーが

無い所があった点です。

東岡山駅での乗り換え時間に注

意が必要です。

【４】PR

五福通りは倉敷の美観地区とは

違う良さがありました。裸祭りの時と

は違う町を見ることができました。
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6-2.会陽の町西大寺

①万富駅から東岡山駅で赤穂線に

乗り換え。西大寺駅はエレベーター

もあり、バリアフリー的にはマルでした。

④五福通りでランチ。予約し、準備し

てもらいました。ご飯を食べられない

人を事前チェックしきれなかったのが

課題として残りました。

②西大寺駅から五福通りまでの道の

りは長く感じました。直線の駅前通で、

途中に見どころがないためです。

③五福通りは街並みが、当時そのま

まの雰囲気でよかったです。さすが

映画の舞台になるところです。

【５】まとめ

バリアフリーという観点で今回の

実地調査を社会人の方々と行い、

様々な意見を実際に聞きながら

歩けたのは貴重な経験になりまし

た。これを参考に西大寺へ一人

でも実際に旅行される方がいらっ

しゃれば幸いです。

今回の旅は幅
広い世代が楽
しめる旅だっ
たなぁ・・・。

⑤会陽で有名な観音院、仁王門をく

ぐると本堂と三重塔が建ち並びます。

五福窓も見学してください。

200m

岡山駅

東岡山駅

西大寺駅

西大寺駅

西大寺
観音院仁王門

中国銀行
西大寺支店

五福通り

トイレ

トイレ

五福座

飲食店あり

土産店
笹の葉せんべい

西大寺中心部に
は、充実した民
間病院が複数あ
ります。内科、外
科があるか等出
かける前にチェク
しておきましょう。

そこそこの距
離です。歩道
がありますが、
往復はちょっ
と厳しかった
です。
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７.実施した３コースの旅程
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時間 場所

8：20
集合 岡山駅２階在来線中央改
札口

8：37 岡山駅 山陽本線発

8：59 万富駅 山陽本線着

8：59
万富駅発 キリンビールへ向か
う （１６分）

9：15 キリンビール着

10：00 見学開始 （７０分）

11：10 見学終了

11：25
キリンビール発 （送迎バス約10
分）

11：35 万富駅着

11：46 万富駅 山陽本線発

11：59 東岡山駅 山陽本線着

12：04 東岡山駅 赤穂線発

12：12 西大寺駅 赤穂線着

12：12
西大寺駅 ランチの店に向けて
発（徒歩１８分）

12：30
ランチの店に到着 （昼食６０
分）

13：30 ランチの店出発

13：40 五福通り着 （滞在時間３０分）

14：10 五福通り発

14：30 観音院着 （滞在時間５０分間）

15：20 観音院発

15：40 西大寺駅着

15：42 西大寺駅 赤穂線発

16：01 岡山駅 赤穂線着

万富のキリンビール岡山工場・西大寺

時間 場所

8：15
集合 岡山駅２階在来線中央改
札口

8：44 岡山駅 津山線発

9：20 金川駅 津山線着

9：40 妙覚寺前着

9：40 御津郷土歴史資料館

見学開始 （45分）

10：25 資料館発

10：58 金川駅 津山線発

11：13 福渡駅 津山線着

11：20 ランチ（50分間）

12：10 福渡駅発（バス時間要確認）

12：20 たけべ福渡温泉着（１時間30分）

13：50 たけべ福渡温泉発

14：00 めだかの学校着（30分）

14：40 めだかの学校・建部ヨーグルト発

15：10 福渡駅着

15：21 福渡駅 津山線発

16：30 岡山駅 津山線着

金川・福渡・たけべ八幡温泉

時間 場所

8：45 集合 岡山駅西口バス待合室

9：00 岡山駅西口バス発車

9：50 備中足守まちなみ館着（25分）

10：15 備中足守まちなみ館発

10：40 武家屋敷経由近水園着

見学開始 （20分）

11：00 近水園発

11：10
足守プラザ着（体験観光施設）
ランチ（1時間）

12：10 足守プラザ発

12：25 備中高松城着（20分）

12：55 吉備津神社着（40分）

13：35 吉備津神社発

13：55 犬養木堂記念館着（35分）

14：30 犬養木堂記念館発

14：50 撫川城跡着（20分）

15：10 撫川城跡発

15：25 庭瀬城跡着（20分）

15：45 庭瀬城跡発

16：00 撫川城跡駐車場着

16：30 JR岡山駅西口着

足守・備中高松・吉備津神社・撫川・庭瀬
右に３コースの旅程を掲載します。

以下気づいた点をまとめます。

■全体

○JRの時刻は2019年のものです。

ダイヤ改正にご注意を。

【１】足守～庭瀬

○公共交通機関で足守に行くの

は困難です。そのため今回は

小型バスを借りました。

○備中高松城・吉備津神社・撫

川・庭瀬のコースならJRでいけ

ますが１日２箇所までです。

○撫川城の南の駐車場にバスを

止めましたが木堂記念館からは

大回りになりました

【２】金川･建部

○金川が先、最後に温泉の順が

正解でした。

【３】万富キリンビール・西大寺

○西大寺が午前、午後がキリン

ビールが良いです。今回午後

の工場見学時間を確保できま

せんでした。予約はお早めに。
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地域の中を人と
お金と情報が活
発にめぐる。

これが地域を元
気にする秘訣だ
と感じました。

８.その他のモデルコース
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９．おわりに
【シルバーツーリズム 健康づくり地域づくり】

７ページの「はじめに」で提示したコンセプト図に、実施した活動経験

から得たことを書き加え、まとめとします。

今回は岡山駅から、

西・北・東に向かうモデ

ルコースを作り実施しま

した。残るは南です。歴

史の町妹尾、児島湾を

隔て遠く岡山市を望む宇

野線の駅が候補になりま

す。

犬島も検討しましたがバスと

船での日帰りは困難でした。京

橋からの船旅は平井学区が実

施に移されます。

【今後の本資料のための利活用】

本冊子は高齢者団体のリーダーやアクティブなシルバーの方々に読

んでいただきたいと考えて作成しました。福祉に熱心な学区や老人クラ

ブ等の団体に対し活用いただけるよう働き掛けをしていきます。

また、おかやま観光コンベンション協会、ツーリスト（JTB等）の支援を

受けて観光面への働き掛けも試みます。

岡山駅

常山駅

宇野駅

倉敷駅

犬島
精練所
美術館

宝伝港

岡山空港

最後まで

お読みい

ただきあり

がとうござ

いました。

日帰り市内旅行
シルバーツーリズム

健康
づくり

地域を
知る

地域住民間
の交流

地域内経済
の活性化

●編集後記

☆朝私たちのチーム名を付けたチャーターバスが岡山駅西口

に入ってきた時、ピリッときました。 ☆津山線沿線は旭川の清

流に沿って、戦国の城址や温泉があります。岡山市中心部に

近い別世界です。 ☆案内役におばあちゃんと孫を描きました。

いかがでしたか。 ☆旅行中緊急時への対応として試験的に

コース近くの市立病院関連の施設を記載してみました。

2020(令和2）年3月 山陽学園大学にて

モデルツアーで１
日１万歩前後は
歩きました。

撫川と庭瀬の関係など、
行ってみて、知りたいこと
がどんどん増えてきました。

福渡駅前で会ったタクシーの運
転手さん・食堂のおばちゃん、親
切でした。交流の好例です。

健康づくり
は仲間が
できると長
続きします。
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岡山市 学生イノベーションチャレンジ推進事業2019（令和元)年度

総合人間学部生活心理学科・地域マネジメント学部

学生チーム

日帰り市内旅行で､
健康づくり地域づくり。

■活動：山陽学園大学 学生チーム

総合人間学部生活心理学科住居学研究室澁谷ゼミナールの学生

地域マネジメント学部地域マネジメント学科有志

○活動期間：2019（令和元）年夏～2020（令和2）年3月

○連絡先：〒703-8501 岡山市中区平井一丁目14-1

TEL086-272-6254（3541） 山陽学園大学住居学研究室

●協働

岡山市中区平井学区すずらん交流会の方々と友人の方々

岡山市中区操明学区連合町内会の方々

○支援

まちゼミ出展：まちゼミ表町実行委員会

ゼミ会場：COC+(岡山県立大学）と岡山市が岡山コモンズを提供

バス運行・保険手続き：岡山電気軌道 (株) 岡電観光センター

●助言：㈱ＪＴＢ岡山支店

●助成：岡山市

おかやまシルバーツーリズムの提案

2020（令和２)年 3月
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