
 

 

 

 

 

 

 

  

岡南公民館だより           2022 年（令和４年９月１日） 

2022 年（令和４年）９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 ⇒ 

※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。 

南海トラフ巨大地震は、今後３０年以内にマグニチ

ュード８～９の地震が起こる確率が７０～８０％であ

ると国が想定しています。と、７月号の公民館だより

でご説明しました。巨大地震は、昼夜問わず、今晩あ

るいは、明日起こるかも知れないのです。 

南海トラフ巨大地震が起こると、最大震度６強の揺

れが想定され、地盤が軟弱で地震や液状化被害に弱い

福南学区は、１分以上の揺れに襲われ、場所によって

は３分くらい揺れることも想定されます。揺れの時間

が長いほど、液状化の危険度もさらに高まります。 

今回は、福南学区へ襲来する津波の影響について、

ご説明します。南海トラフ巨大地震発生後、津波の第

一波は、２時間５０分前後に児島湾締切堤防、そして

福南学区の沿岸に到達します。その際の最大津波高は

約２.６ｍ、平均津波高は約２ｍ程度と想定されてい

ます。福南学区沿岸の堤防は、地盤の軟弱さや液状化

によって、堤防高が７５％以上沈下します。 

津波が堤防を越流した場合は、全て堤防が破壊され

ると想定されています。津波の高さは、水深が浅くな

るにつれて増し、湾内に入るとさらに高くなります。

海底の地形の影響で高くなった波は、陸上へ打ち上

げ、猛スピードで川を遡上して行きます。 

津波による福南学区の浸水地域や浸水深は、津波の 

第一波ではなく、第二波以降に最大となる場合があり 

ます。浸水深は、「最大津波高：２.６ｍ－お住まいの

標高」です。お住まいの場所がどのくらい浸水する

か、標高を調べて一度計算してみてください。 

津波から避難するポイントは、①地震の揺れの程度

で自ら判断しない。②より「高く」、より「遠く」へ

避難する。③「ここには津波は来ない」という俗説を

信じない。④原則、徒歩で避難する。⑤引き潮がなく

ても津波は襲ってきます。従って、浸水想定のない場

所へ避難すること。また、津波到達迄に避難する時間

がない場合は、津波避難ビルや頑丈な建物へ避難する

ことが肝要です。 

もっと詳しい話しを聞きいてみたいと思われた方

は、５名以上のグループやサロン、町内会や各団体の

会合等でお集まりの際に、ご説明をさせていただきま

すので、岡南公民館の曽根（☎２６２－３４８３）迄

ご連絡をお願いいたします。尚、ご説明は➊ご要望の

場所にお伺いします。➋映像を交えて、約１時間程度

のご説明です。ぜひご検討ください。 

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３）』を掲載させていただきます。 

地域担当職員 曽根 進 

 スマホを使ってできること、「スマートフォン決済」

のメリットや安心してお使いいただくための方法など

をお伝えします。また１１月 1 日から実施予定のスマ

ートフォン決済を活用したポイント還元事業について

もご案内します。 
 
【日 時】１０月１３日(木)10:30～12:00 

【受講料】無料  

【定 員】20 人（先着） 

【申 込】9 月２６日(月) 9 時 30 分から受付 

岡南公民館へ（電話可） 

個性が映える寄せ植え。花の管理方法も学べます。 
 

【日 時】１０月１７日（月）14:00～15:00 

【講 師】上原町子さん（ブロッサムオーグ 21） 

【受講料】無料 

【材料代】2,000 円 

【定 員】14 人（先着） 

【持参品】手袋もしくは軍手、筆記用具 

【申 込】9 月１０日(土)～１０月１１日(火） 

材料代を添えて岡南公民館窓口まで 

【日 時】①９月 29 日 ②11 月 10 日 ③2 月 16 日  

いずれも木曜日 １０:00～13:00 

【講 師】赤松佐知子さん(ホリスティックヘルスコンサルタント 

ナチュラルフード・コーディネーター、栄養士) 

【受講料】無料 

【材料代】各回 750 円 

【定 員】12 人（先着） 

【託 児】子ども一人につき 300 円（要事前予約） 

【持参品】エプロン、三角巾、手ふき、食器用ふきん、 

タッパー、筆記用具 

【申 込】材料代を添えて岡南公民館窓口まで 

締 切 ①9 月 20 日②11 月 1 日③2 月 7 日 

出汁がら、野菜の皮も栄養満点の食材に。時短したい

あなたにぴったりの「重ねに」や火を使わないローフ

ード、マクロビのメニューもピックアップ。 

月 日 内容 経費 申し込み開始 

10 月 
7, 14 日（金） メール取り扱い 参加費 500 円+テキスト代 

9/８(月)9:30～ 
21, 28 日（金） ファイル取り扱い 参加費 500 円+テキスト代 

11 月 18, 25 日（金） 
年賀状講習 
（市販のテキストを使用） 

参加費 500 円+テキスト代 
10/11(火)9:30～ 

※11 月前半の講習は文化祭のためお休みです。 

回 覧 

  

コリ、はり、冷え、むくみなどの不調。巻き肩、 

猫背、O 脚などからだの歪みを改善します。 
 

【日 時】10 月 17 日、31 日、11 月 14 日、 

28 日、12 月 12 日（全 5 回） 

     いずれも月曜日 18:30～20:00 

【講 師】小笠原奈緒美さん 

(NCA 認定コンディショニングトレーナー) 

【受講料】無料 

【定 員】14 人（抽選） 

【持参品】ヨガマット、バスタオル 1 枚、 

フェイスタオル 2 枚、飲み物 

ヨガマットがない場合は、バスタオルを 

２枚ご用意ください 

【申 込】9 月 16 日（金）〆切 

窓口・電話またはメールで 

抽選結果は 9 月 20 日(火) 

から連絡します。 

夜の講座はじまります 



  

日 時 作   品 

10/22(土) 
人生いろどり 

 (112 分) 
2012 年/ 

日本 

11/26(土) 
グランドホテル 

(113 分） 
1933 年/ 

アメリカ 

2022 年（令和４年）９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）９月 1日

※10 月の特別号で、岡南公民館文化祭についてご案内いたします。 

～ 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 

９月２２日 

木曜日 13:30～15:30 

そうきたか！ 

転倒予防はお口から 
9/10(土) 

9:30～受付 

10 月２７日 
おうち時間にご用心！ 

糖尿病の食事 
10/11(木) 

 
【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】 ９月１２日、１０月１７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】 １０月２２日、11 月 26 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100 円 

※9 月はお休み 

※ 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。 

7 月の工作は魚の形に切った画用紙に 

色をぬったりシールを貼って、 

先にクリップをつけて釣り竿で釣る「魚釣り」 

を楽しみました。事前申し込みは必要ありません。 

ぜひご参加ください。 

【日 時】 ９月２４日、１０月２２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】 9 月 5 日、１２日、２６日 

１０月３日、１７日、２４日、３１日 

いずれも月曜日 10:00～12:00 

【参加費】 無料  【申  込】 不要 

※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。 

※１０月３１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 

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】  9 月 3 日、17 日、10 月 1 日、15 日 

      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 

※9 月はお休み 

 今年はブルガリア・プロブディフ市と姉妹

都市締結 50 周年。ブルガリアと聞いて思い

浮かぶのはヨーグルトですね。健康との関係

も注目されているヨーグルト。 

その歴史や種類、栄養、乳酸菌の 

働きなど、盛りだくさんの内容で 

お伝えします。ヨーグルトが大好 

きな人はもちろん、ちょっと苦手 

な人もぜひご参加ください。 

【日 時】11 月 29 日（火）13:30～15:30 

【講 師】伊木聖子さん 

（(株)明治西日本支社食育担当） 

【受講料】無料 

【定 員】３０人（先着） 

【持参品】筆記用具   

【申 込】11 月 1 日(月) 9 時 30 分から受付。 

     岡南公民館へ（電話可） 

 

  


