
 

※8 月のパソコン教室はお休みです。 

 

  

月 日 内容 経費 申し込み開始 

９月 

２, ９日（金） 無料相談室 無料 

８/８(月)9:30～ 
16, 30 日（金） 

パソコンやスマホで SNS を楽
しむ（その一）YouTube」              

参加費 500 円+テキスト代 
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2022 年（令和４年）７月１日 

発行：岡山市立岡南公民館 

〒702-8047 岡山市南区若葉町 22-16 

Tel & Fax (086)262-3483 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.okayama.jp/shisei/0000010973.html 

Eメール kounankouminkan@city.okayama.lg.jp    

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ https://www.facebook.com/KounanKouminkan   

【時間】13:30～15:30   【定員】10 人 【申込先】岡南公民館（電話可） 
【持参物】 USB メモリー、持参可能な方はパソコン（Windows10 以降） 

※パソコンの貸し出しは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とします。 
※経費は講習初日に公民館事務所でお支払いください。 
※パソコン教室はWindows10・MicrosoftOffice2016を基準にしています。 

【日時】パソコン教室がある日の 16:00～18:00（入室は 17:00 まで） 
【定員】10 名 【参加費】無料   
【持参物】パソコン（公民館のパソコンは貸出不可） 
【申込】それぞれパソコン教室の申し込み開始日と同じ 
 

IT ボランティア募集 
岡南ネットサロンでは、
スタッフを募集していま
す。詳細は公民館へお問
い合わせください。 

共催：ＩＴボランティアグループ 岡南ネットサロン 

〇 来館の際には 
  ・必ずマスクを着用してください。・体調がすぐれない時は、来館をご遠慮ください。 
〇 来館したら、まずは、手洗いをしてください。 
〇 事前申込みが必要なものは、必ずお申込みの上、ご参加ください。 

 

 

 ホームページ

はこちら 

から ⇒ 

 フェイスブック

はこちら 

から ⇒ 

 

 

パッカー車の見学もできます。 

【日  時】 ７月２８日（木）10:00～12:00 

【講 師】 岡山市資源循環推進室職員 

【参加費】 無料 

【対 象】 小学生～大人  

（小学３年生までは保護者同伴） 

【定 員】 20 人（先着順） 

【参加費】 無料 

【持参品】 筆記用具 新聞紙１日分  

【申 込】 ７月１１日（月）から受付 

岡南公民館まで（電話・メール可） 

 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては講座が中止となる場合があります。 

【日  時】  ８月５日（金）19:30～21:00   

※天気が悪い場合は翌６日（土）に延期 

【集合場所】 岡南公民館 

【講 師】  福田尚也さん（岡山理科大学教授）と 

学生のみなさん 

【対 象】  小学生～大人 （小学生は保護者同伴） 

【定 員】  30 人（先着順）  

【参加費】  無料 

【持参品】  筆記用具 懐中電灯 

持っていたら、星座早見盤、双眼鏡、 

天体望遠鏡  

※虫よけ対策をしてください。  

【申 込】  ７月１１日（月）から受付 

岡南公民館まで（電話・メール可） 

皆さんがお住みの福南学区は、１６世紀以降の干

拓により、平野部の面積を急速に拡大したところで

す。もともと海の底ですから「海抜０メートルの地

域」がたくさんあります。また、海を干拓し陸地に

していますから、「地盤が軟弱で、地震や液状化被

害に弱い」という特徴もあります。 

南海トラフ地震とは、東海地震、東南海地震、南

海地震、これら３つが同時におこる地震のことで

す。そこで発生する地震は、揺れとともに巨大な津

波を引き起こします。南海トラフ地震が起こったと

き、岡山市では、予想最大震度６強、予想最大津波

２．６ｍと想定されています。 

国によると、今後３０年以内に、マグニチュード

８～９の巨大地震が起こる確率は、７０～８０％で

す。１０年後の２０３０年代前半に起こるという一

説もあります。しかし、昼夜問わず、明日起こるか

も知れないのです。 

では、南海トラフ巨大地震が起こったら、どうな

るでしょう。地震によって、震度６強の揺れが起こ

ると、「這わないと動けない。固定していない家具

の大半が移動し、倒れるものも多数。耐震性の高い

木造家屋にも亀裂」の被害が想定されています。地

盤が軟弱な福南学区は、１分以上揺れると想定され

ています。場所によっては３分くらい揺れる想定も

なされています。そのような揺れが起こると、たん

すや冷蔵庫が凶器となって倒れてきます。小さな家

電や引き出しが飛んできます。古い家だと倒壊する

恐れもあります。 

そこで、必ずやっていただきたいことは、家具や

家電の固定です。特に、冷蔵庫は真っ先に固定して

ください。災害時に冷蔵庫が使えるかどうかは、そ

の後の生活が全く違ってきます。命にかかわること

です。家具や家電の固定は、比較的安価で対策する

ことが出来ますので、今すぐにおこなっていただき

たいと思います。 

もっと詳しい話しを聞いてみたいと思われた方

は、５～６名お集まりのグループから、出前講座を

させていただきますので、岡南公民館の曽根まで、

ご連絡ください。 

次回は、『南海トラフ巨大地震が、すぐそこに迫って

います！（その２）』を掲載させていただきます。 

地域担当職員 

      曽根 進 

薄手の布にみつろうをしみ 

こませてラップを作ります。 

8 月 9 日（火）に予定しています。 

詳細はチラシでご案内します。 

環境や人、社会にやさしい生活について考えて

みましょう。 

【日 時】 8 月 1 日（月） 10:00～12:00 

【講 師】 消費生活センター職員 

【参加費】 無料 

【対 象】 小学生 

【定 員】 30 名 

【申 込】 7 月１１日（月）から受付 

岡南公民館まで（電話・メール可） 

エコバッグの

お土産付き 

 7 月 2 日（土）14:00 から今年度の岡南

公民館文化祭について話し合います。詳細は

9 月号の公民館だよりでお知らせします。各

クラブ講座から選出された実行委員の方は必

ずご参加ください。 



 

2022 年（令和４年）７月１日        岡南公民館だより    岡南公民館だより       2022 年（令和４年）７月 1日

※今年度の文化祭の詳細は 9 月号に掲載させていただきます。しばらくお待ちください。 

～ からだが動くと こころが弾むみんなでつくる元気の輪 ～ 

日 時 テーマ 受付開始 

７月２８日 木曜日 
13:30～ 

15:30 

最期まで私らしく暮らしていくためには 

～知っておきたい ACP～ 
７/1０(日) 

9:30～受付 

８月２５日 転倒を防ぐ体づくりとは？ ８/1２(金) 
 

【対 象】 概ね６５歳以上の人  【参加費】 無料   

【定 員】 各回３７人（先着順）   【持参品】 筆記用具、飲み物（必要に応じて）   

【申 込】 岡南公民館へ（電話可） 

※検温と体調確認の結果によっては、参加を控えていただく場合がございます。 

※講座内容の詳細は介護予防センター （tel 230-0315）へ 

共催：岡山市ふれあい介護予防センター・岡南公民館

介護の合間の気分転換に一緒にお話ししませんか。 
 

【日 時】 ７月１１日、８月８日 

      いずれも月曜日 13:00～15:00 

【対 象】 介護をされている方・ 

介護経験がある方 

【参加費】 無料  

【申 込】 前日までに岡南公民館へ（電話可） 

※ 申込者がいない場合は、お休みになります。 

共催：南区南地域包括支援センター・岡南公民館 

 
～さてと そろそろ 出かけてみよう  

一人で行こうか 誘おうか…～ 

スタッフが当日に自家焙煎するこだわりのコーヒー。 

公民館の映画会と同日開催です。 

【日 時】 ７月２３日、８月２７日いずれも土曜日

13:30～16:00 

（ラストオーダーは閉店 10 分前） 

【費 用】 コーヒー・焼き菓子 各 100 円 

※ 開場:12:30～ 上映:13:00～ 

【参加費】 無料  【申 込】 不要 

 

絵本の読み聞かせ、簡単な工作をして過ごします。 
 

【日 時】 ７月２３日、８月２７日 

いずれも土曜日 10:00～11:30 

          （原則、毎月第 4 土曜日） 

【参加費】  無料   【申  込】 不要 

【対  象】  幼児と小学 1･２年生以下 

 

 

遊びとおしゃべりの場所。ふくなん子育て応 

援隊の手遊びや絵本の読み聞かせもあります。 

お友達づくり場所としてもご活用ください。 

【日 時】 7 月 4 日、11 日、25 日 

8 月 1 日、8 日、15 日、22 日、

29 日 

いずれも月曜日 10:00～12:00 

※赤字は水遊びもできます。 

【参加費】 無料  【申  込】 不要 

【持参品】 バスタオル（水遊びの回） 

濡れても良い服（水遊びの回） 

※公民館のおもちゃは、 

使った後にみんなで消毒しています。 

※8 月 29 日は、部屋の開放のみ。 

 

ご自宅で使わなくなった小中学校の教科書・

副教材がありましたら、公民館へ寄贈してくだ

さい。ご協力お願いします。 

教科書と副教材が必要です 

日 時 作   品 

７/23(土) 
アラバマ物語 

（129 分） 

1962 年/ 

アメリカ 

8/27(土) 
地上最大のショウ 

（15２分） 
1952 年/ 

アメリカ 

 

得意な科目も、苦手な科目も。みんなの自習を応援

します。 

【日 時】  7/2、７/16、9/3、9/17、

10/1、10/15 

いずれも土曜日 10:00～12:00 

【講 師】 地域の大人、大学生ボランティア   

【受講料】 無料   

【定 員】 各回１６人（先着） 

【持参品】 宿題、勉強する教科書やドリルなど、 

筆記用具   

【申 込】 参加を希望する回の２日前までに 

申し込み 

※8 月はお休みです。 

 

小中高生を対象とした、無料プログラミング

コミュニティ。CoderDojo の詳細と申込みは

こちらから 

https://coderdojo-konan.jp/ 

【日 時】 ８月２９日（月） 

 ①午前の部  ９:３0～11:30（受付終了 9:50） 

②午後の部 13:０0～15:00（受付終了 13:20） 

※ 午前と午後は同じ内容です。 

【内 容】・健康チェック 

握力・血管年齢・足指力・体組成測定 

     ・運動指導員による筋力アップ体操 

【受講料】 無料 

【対 象】 福島・南輝学区にお住まいの方 

【定 員】 各回 20 人（先着順） 

【持参品】 筆記用具 

お茶など水分補給のできるもの 

【服 装】 動きやすい服装でお越しください。 

測定は素足で行うため、すぐ脱げない 

ストッキングやスポーツタイツなどは 

避けてください。 

【申 込】 ８月１日（月）～２０日（土） 

      岡南公民館へ 

いきいき福南けんこう 21 主催 

からだが喜ぶ♪あなたの健康プロデュース♪ 


