
今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、今号の岡西公民館だより『ふれあい』でご案内している講座・事業等の
予定を変更し、延期や中止とする場合があります。引き続き、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

発 行：岡山市立岡西
こ う ざ い

公民館 
〒700-0054 岡山市北区下伊福西町 1－48 

電話/FAX：(086)253－7581 
【ホームページアドレス】https://www.city.okayama.jp/shisei/0000010954.html 

【ｅメールアドレス】 kousaikouminkan@city.okayama.lg.jp 

✽裏面のご案内 主催講座のご案内（つづき）／１０月・１１月カレンダー／お知らせ 他        ※次号は、１２月 1 日号発行予定です。 

 

主催講座のごあんない 

 
③ 公民館に来たとき・ 

帰るときは、丁寧な 

手洗いまたは 

手指消毒を 

お願い 

します。 

感染症対策をみんなで確認・共有して活動を続けていきましょう。３つの密（密集・密接・密閉）を全て避ける“ゼロ密”も意識してくださ
い。館内は常時換気に努めています。季節の変わり目ですので、体温調節のしやすい服装でご来館ください。また、公民館内でマスク着
用中は、熱中症対策や水分補給など体調管理にも十分ご注意ください。引き続きご理解・ご協力をお願いします。 

 
② 発熱やのどの痛み・ 

咳等がある場合や 

体調がすぐれない 

時は、来館を 

控えて 

ください。 

 
① 毎朝、体温測定・体調 

のセルフチェックを。 
※毎日測定する 
ことで平熱が 
把握できます。 
 

※体温測定を忘れ 
た方は公民館事務 
室にお声かけください。 

 
④ マスク着用と「咳エチケット」の徹底を。  
＊咳エチケットとは… 

 ・咳やくしゃみをマスク無しや、手で押さえてしない。 
 ・マスクを着用するときは、口と鼻を覆う。 
 ・マスクが無いときは、ティッシュや 
ハンカチで口と鼻を覆う。 

 ・とっさの時は、袖で口と鼻を覆う  など。 

 

■ことぶき学級■ 
 

第５回 岡山市・プロヴディフ市姉妹都市縁組５０周年記念事業 

ヨーグルトのひみつ ＆ 
カラダは食べた物からできている 
※ヨーグルトの試食があります。アレルギーのある方はご注意ください。 

 

【日   時】 １０月１４日（金）１０：００～１２：００ 
【講  師】 山根 遥さん （（株）明治西日本支社・栄養士） 
【申し込み】  先着順で受付中。 
 

第６回 疑似旅行～高知を満喫しよう！～  
 

【日   時】 １２月０９日（金）１０：００～１２：００ 
【講  師】 岡村 真美さん （バスガイド） 
【申し込み】  １０月１４日（金） ９：３０～先着順で受付開始 

 

「第５・６回」の詳細・申込みについて 
【対 象】 おおむね６５歳以上の方 【定 員】 ４５人（先着順）      
【持参いただく物】 マスク・筆記用具 【受講料】 無料 
【申し込み】 申し込み開始日以降に先着順で受付。岡西公民

館窓口またはお電話でお申込みください。 

 

令和４年 １１月１９日（土）９:３０～１７:００ 

令和４年 １１月２０日（日）９:３０～１６:００ 

作品展示の部 実技発表の部 
  

【１ 階】 
絵画、専敬流いけばな、和紙ちぎり絵、 

手編み、七宝焼、ヨーガ・セラピー、 

ヘルシー<ストレッチ>ヨガ、烏城紬クラブ、

主催講座「烏城紬」、リフォーム洋裁、 

岡西ＩＣＴボランティア、よつばの会、 

三門学区健康市民おかやま21(19日のみ) 
 
 

【２ 階】 
絵手紙、土ひねり、パッチワーク、 

こども硬筆、こども硬筆・毛筆(木)、 

こども硬筆・毛筆(金)Ａ、 

こども硬筆・毛筆(金)B、 

１１月１９日（土） １１月２０日（日） 

09：30～09：40 開会式 09：30～10：00 太極拳 

09：40～10：00 郷乃会  練功十八法 

10：00～10：20 ハワイアン・フラ 10：00～10：30 着物着付けＡ 

10：20～10：40 婦人民踊  着物着付けＢ 

10：40～11：20 正派若柳流日本舞踊 10：30～10：50 みどり会（木） 

11：20～11：50 コーラス白鳥 10：50～11：20 中高年から始めるらくらくピアノ 

11：50～12：10 キッズエアロ・リトル 11：20～11：40 ヒップホップダンス・ビースト 

 キッズエアロ・ジュニア 11：40～11：50 みどり会（金） 

12：10～13：00 休憩 11：50～12：10 ストレッチと筋トレ（体験コーナー） 

13：00～13：30 詩吟・光世流 12：10～13：00 休憩 

 13：00～13：20 ラウンドダンス 

 スクエアダンス 

 

■スマホ決済を使ってみよう!■ 共催：岡山市産業政策課 
【日 時】 1０月１３日（木） １３：００～１４：３０  
【内 容】 スマホ決済のメリットや安心して使うための方法を学びます。 

11 月１日から実施の岡山市のポイント還元キャンペーンにつ 
いて説明も行います。今回はＰａｙＰａｙについて学びます。 

【対象・定員】 スマホ決済に関心がある人・３０人（先着順） 
【持参いただく物】 マスク、筆記用具、ご自身のスマホ（お持ちの方） 

※スマホをお持ちでない方も受講できます。 
【申し込み】受付中。１０月９日（日）17:00までに岡西公民館窓口または 

電話、ＦＡＸ、Ｅメールにてお申し込みください。 

※ 発表時間や内容は都合により変更になる場合があります。また今回は、 

 お茶席、喫茶コーナーの開設及び巻き寿司とパンの販売は行いません。 

■能登川用水を下る お魚ちょ～さ隊■ 
主催：坪田譲治の生家への道と童話を生んだ能登川を整備する会 
共催：岡西公民館 

【日  時】 1０月２９日(土) ９：３０～１２：００ （受付９:00～） 
※小雨決行(中止・延期の場合は午前８時頃連絡します) 

【集合場所】 なかよし保育園東の月極駐車場  【参加費】 無料 
【活動場所】 能登川用水（岡山市北区島田本町一丁目） 
【定 員】 小学生とその保護者１２組（先着順） 
【持 ち 物】 魚とり用の網、バケツ、お茶、タオル、帽子、マスク、筆記 

用具、川に入る時に履く靴(運動靴等)サンダル類不可、着替え 
【申し込み】 １０月７日（金）～１０月２２日（土）の開館時間中に、 

岡西公民館窓口または電話にてお申し込みください。 
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ルールとマナーを守って気持ちよく使えるようご協力ください！ 

回収日時…公民館開館日の９：３０～１７：００（時間厳守） 
休館日は、水曜日･国民の祝日･水曜日と祝日が重なればその翌日 
 

回収品目…空き缶・空きびん・蛍光管・食品トレイ（発泡・透明） 
※空き缶はアルミ・スチールを分けずにそのまま水色のコンテナへ 
入れてください。 

※スプレー缶は中身を使い切り、緑のコンテナへ入れてください。 
  ※食品トレイは洗ったものを灰色のコンテナへ入れてください。 
上記以外の品目は回収していませんのでご注意ください。  
※家庭から排出される資源化物のみが回収対象です。 

■発達障がい定例座談会「あおぞら」■ 
保護者・祖父母・当事者・支援者に該当する方が集まり、語り合う場

です。語り合う時間を大切に。みんなで一緒に内容を考えていきます。 
お子さんと一緒の参加も大歓迎☆ お気軽にご参加ください。 

 

日 時：毎月第１金曜日 １０:００～１２:００ 
★ １０月７日・１１月４日・１２月２日 

【参 加 費】 無 料   【持参いただく物】マスク・筆記用具 
【申し込み】受付中。電話または岡西公民館窓口で必ず事前にお申 

し込みください。 

■ひだまりサロン■  
お互いに教えあいながら、各々で取り組める手芸や工作を行います。 

日  時 内   容 持参いただく物 

１０月２８日（金） 

10:00～12:00 
ハンドタオルで作る
ポーチ 

筆記用具・裁縫道
具・マスク 

１１月２５日（金） 

10:00～12:00 
お正月飾りづくり 

筆記用具・裁縫道
具・マスク 

※１２月はお休みです。 
【定 員】３５人（先着順）  【対 象】おおむね６５歳以上の方 
【受講料】無料           【参加費】１回２００円程度(材料代) 
【申し込み】 受付中。電話または岡西公民館窓口で必ず事前に 

お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催講座のごあんない（つづき） 

休 館 日 

開館時間午前９時半～午後９時（日曜日は午後５時まで） 休館日毎週水曜日・国民の祝日・年末年始（12月 28日～1月 4日）・水曜日と祝日が重なればその翌日 

 

資源化物の回収について 

■おはなし会■ 読み聞かせボランティアグループ「じゃんけんホイ」 
乳幼児とその保護者、読み聞かせに関心のある方を対象に開催し

ています。お申し込み不要、参加費無料です。 
 

時間はいずれも １１:００～１２:００ 
★ １０月１８日（火） テーマ「 へんしん 」 

★ １１月１５日（火） テーマ「 やさい 」 

★ １２月２０日（火） テーマ「 おたのしみ 」 

【定 員】２０人（先着順）  
【参加時のお願い】 事前申し込みは不要ですが、当日参加者 

名簿に氏名と連絡先の記入をお願いします。 

■介護予防教室『岡西ふれあい元気教室』■ 
 共 催：岡山市ふれあい介護予防センター 北事務所 

いつまでも元気で暮らせるよう、介護予防に関する講話と実技を行います。 
日 時 内   容 申込開始日 

10 月 24 日（月） 
10:00～12:00 

転倒を防ぐ体づくりとは？ １０月１１日(火) 

11 月 14 日（月） 
10:00～12:00 

お家時間にご用心！ 

糖尿病予防の食事 
１０月３１日(月) 

12 月 12 日（月） 
10:00～12:00 

ストップ！感染症～お口編～ １１月２８日(月) 

【対 象】 おおむね６５歳以上の岡山市民の方     
【受 講 料】 無 料     【参 加 費】 無 料 
【定 員】４０人（先着順） 
【持参いただく物】 マスク、水分補給用の飲み物、筆記用具。 
【申 し 込 み】 申し込み開始日をご確認のうえ、岡山市ふれあい介護 

予防センター北事務所にお申し込みください。 
《電   話》  ０８６－２５１－６５１７  
《受付時間》  9：00～17：00 （土・日・祝日を除く） 

 

ロビー展のお知らせ 

 岡西公民館１階ロビーにて作品を展示します。開館中は自由に作品

を見ることができます。ぜひご覧ください。 

◆水彩画クラブ作品展 

  【展示期間】１０月２２日（土）～１１月１２日（土） 

◆おかやまっ子作品展 

  【展示期間】１１月２２日（火）～１２月１２日（月） 

  【内   容】石井小学校児童が制作した絵画や工作作品の展示。  
※ 令和５年度は三門小学校、令和６年度は大野小学校の児童の 
作品を展示する予定です。 

 

１０ 月  １１ 月 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

      １   １ ２ ３ ４ ５ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

９ 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    

30 31              

 

【注意】11月 19日(土)・20日(日)は岡西公民館文化祭です。 
11月 17日(木)午後から 21日(月)までの間、通常業務(主催講座、
クラブ講座、室貸与、図書貸出及び返却)を休止します。 

 

■支えるみんなの活動講座■ 
主催 （福）岡山市社会福祉協議会、岡山市立岡西公民館 

 
高齢になっても、住み慣れた地域で「自分らしく」暮らしていけるよう、 

  身近な地域での支え合い活動について学ぶ３回連続講座です。 

回 日 時 内   容 

１ 
11月 25 日（金） 
13:30～15:30 

・支え合いの地域づくりとは？ 
・地域包括支援センター、保健センターの取り組み 

２ 
12月 09 日（金） 
13:30～15:30 

・介護予防センター、公民館の取り組み 
・地域で活動している人の声を聞いてみよう！ 
（発表） 大安寺南町「生き活きサロン」の会 

石井地区社会福祉協議会 
・ゲームを通して助け合いについて理解を深めよう！ 

３ 
12月 23 日（金） 
13:30～15:30 

・地域で活動している人の声を聞いてみよう！ 
（発表） 三門学区地域のみんなでつながり隊 

・地域で取り組みたい活動を考えてみよう！ 

【定 員】 20 人（応募多数の場合は抽選）※３回受講できる方優先  
【受 講 料】 無料    【持参いただく物】 マスク・筆記用具  
【申し込み】岡西公民館窓口または電話、FAX で、10 月１日(土) 

から 11 月 15 日(火)の間にお申し込みください。 
【問い合せ】岡山市社会福祉協議会 北区中央事務所 

電話 086-222-8619 ＦＡＸ 086-222-8621 
 

 

令和４年度 岡山市生活・ 

介護支援サポーター養成講座 

■私たちのふるさと石井と坪田譲治■ 
令和４年は坪田譲治没後４０年の節目。「ふるさと石井」をキーワードに 

坪田譲治について学びませんか？ １回だけの参加もできます。 

第２回 坪田譲治作品の世界へようこそ！ 
【日 時】 １０月２７日(木) 10:00～12:00 
【内 容】 講師による作品解説と朗読。 
【持参いただく物】 マスク、筆記用具 

 

第３回 坪田譲治のふるさと『石井』を歩こう！ 
【日 時】 １１月１０日(木)  09:30～12:30  

※岡西公民館集合・解散。 
雨天時は１２月１日(木)9:30～12:30に延期。 

【内 容】 譲治ゆかりの地を歩いて巡り、講師の説明を聞きます。 
【参加費】 １人５０円（保険代。講座日当日集金します） 
【持参いただく物】 マスク、飲み物、その他ウォーキングに必要なもの。  
*「第２回」、「第３回」の申し込みについて* 

    いずれも岡西公民館窓口または電話にて受付中。定員の３０人 
に達し次第、締め切ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
【受 講 料】 無 料     【参 加 費】 無 料 
【定 員】４０人（先着順） 
【持参いただく物】 マスク、水分補給用の飲み物、筆記用具。 
【申 し 込 み】 岡西公民館窓口または電話で受付中。 
 

坪田譲治は、92年の生涯に 2,000余りの作品を残しています。小説、
児童文学、翻訳、評論、随筆、昔話など多岐に渡っています。また、子
どもの作文にも関心をもち、戦時下の銃後を守る子ども達の作文を集め
たりもしています。特に有名な作品は、芥川賞の候補になった「正太の
馬」です。譲治は 45 才でやっと作家として認められました。出世３部
作と言われる「お化けの世界」「風の中の子供」「子どもの四季」も有名
です。「風の中の子供」や「子どもの四季」はラジオドラマや映画にも
なりました。３つの作品は、岡山市が舞台になっています。譲治の作品
は、「子どもを主人公として、子どもが明るくたくましく生きる姿に大
人たちが励まされる」のが特徴です。大人も子どもも楽しめる作品です。 

【文責 坪田譲治を顕彰する会】 
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