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夢に向かって心を一つに！

岡山シーガルズ
今月の 子どもたちに夢を！

ファジアーノ岡山マスコット
キャラクター
ファジ丸

熱中！スポーツ熱中！スポーツ

バスケで岡山を熱くする！

トライフープ岡山
卓球で岡山を世界一に！

岡山リベッツ

Challenge１　スタジアムで選手への応援お願いします！

ホームゲーム日程

ホームゲーム日程

各記事の内容について、
詳しくはお問い合わせいただくか、
ホームページ（QRコード読み取り）を
ご覧ください。

▢☎＝電話　▢℻＝ファクス　▢✉＝電子メール　▢〒＝郵送・はがき　▢往＝往復はがき　▢HP＝ホームページ　
▢窓口＝窓口　▢QR＝QRコード（QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です）

御 津 支 所

建 部 支 所

瀬 戸 支 所

灘 崎 支 所

☎086-724-1111
☎086-722-1111
☎086-952-1111
☎086-363-5201

足守地域センター

一宮地域センター

吉備地域センター

高松地域センター

津高地域センター

富山地域センター

上道地域センター

興除地域センター

児島地域センター

妹尾地域センター

☎086-295-1111
☎086-284-0501
☎086-293-1111
☎086-287-3731
☎086-294-2411
☎086-277-7211
☎086-297-4211
☎086-298-3131
☎086-267-2231
☎086-282-3121

北区中央福祉事務所

北区北福祉事務所

中 区 福 祉 事 務 所

東 区 福 祉 事 務 所

南区西福祉事務所

南区南福祉事務所

☎086-803-1209
☎086-251-6530
☎086-901-1231
☎086-944-1822
☎086-281-9620
☎086-230-0321 （令和２年８月１日現在）

対 前 年
同時期比

人身事故
死者数
負傷者数

－239
－2

－307

1,020件
12人

1,126人

件　数
岡山市内交通事故状況（概数）

（令和２年７月１日現在）

岡山市の人口（県毎月流動人口調査）

＋52
＋82
－30

721,023人
347,396人
373,627人

総人口
男　性
女　性

人　数 前月比区　分

区　分

福田地域センター

福浜地域センター

藤田地域センター

☎086-282-1131
☎086-265-4181
☎086-296-2221

支　所

地域センター区　役　所

北区役所／中区役所
東区役所／南区役所
※代表電話から各区役所へおつなぎします。 福祉事務所

岡山市役所 ■代表電話 … ☎086-803-1000　■所在地 … 〒700-8544 北区大供一丁目1-1

申込方法の記号について

イベント

　B.LEAGUE Ｂ３の2020-21シーズンは、2021年１月から
６月の期間での開催が決まりました！新シーズンでは11ク
ラブによる４回戦総当たり戦、１クラブ全40試合を戦いま
す。トライフープ岡山の開幕戦は、１月16日㈯・17日㈰に
津山総合体育館でのホーム開催です！  
　また、Ｂ３開幕までの間、サテライトチームが出場する
大会にトップ選手も参加し、クラブ全体でのチーム強化を
図るプロジェクトを始動！まずは、８月29日㈯・30日㈰に
開催される県総合選手権大会に出場し、９月から12月は社
会人地域リーグへ
の出場も予定して
います。2020-21シ
ーズンこそＢ３優
勝を！トライフー
プ岡山の新たな戦
いをぜひお楽しみ
に！

Ｂ３リーグ2021年１月開幕が決定！

　公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのご紹介です！
　岡山リベッツの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは選手の
紹介だけでなく、選手のプライベートについてのインタビ
ューや試合ハイライトなど、皆さんに楽しんでいただける
動画を配信しています。公式ＨＰからも見ることができま
すので、各種情報と一緒にぜひご覧ください！

　新たに岡山リベッツの新戦力としてサードシーズンを戦
うメンバーをご紹介します。リオ五輪銀メダル、東京五輪
代表の丹羽孝希選手が加入しました。

■丹羽孝希（にわこうき）選手
　1994年10月10日生まれの25歳で世界ラ
ンキング13位（2020年６月現在）。東京
五輪代表内定選手でリオ五輪銀メダリス
トがリベッツに加入しました。独創的な
プレースタイルから日本では唯一無二の
存在と言われ、国内外でも人気の高い選
手です。サードシーズンは丹羽選手を中
心に優勝を狙います。

2020－2021シーズン 大型選手補強！！

岡山リベッツ 検索

　岡山シーガルズは10月
17日㈯の開幕戦で、昨シ
ーズンの決勝戦で優勝を
争ったＪＴマーヴェラス
と対戦します。「夢の頂
点」へ向けて弾みをつけ
るためにも日々練習を重
ねています。
　さて、当チームはスポーツを通した地域貢献活動として、
市と連携してバレーボール教室や海外代表チーム合宿に伴
う地元交流事業、健康寿命延伸に向けた取り組みなどを行
っています。９月６日㈰には市内在住の人を対象にした
「カモメ流ストレッチ道場」が開催予定です（原稿執筆時
点）。家でも気軽にできるストレッチなどを選手と参加者
が一緒に行い、体を動かす楽しさを知ってもらう企画です。
日常生活に運動を取り入れ、健康寿命を伸ばすことを目的
としたもので、今回で
５回目になります。支
えてくださる地域の皆
さんが元気に暮らせる
よう、これからもさま
ざまな活動に取り組ん
でいきます。

今季V１リーグ日程決定！ 皆さんと共にいざ頂点へ！

※会場はシティライトスタジアム（北区いずみ町）

９/２㈬
９/９㈬
９/13㈰

19：00
19：00
18：00

松本山雅ＦＣ
東京ヴェルディ
ヴァンフォーレ甲府

対戦相手開催日 試合開始
９/23㈬
９/30㈬

19：00
19：00

モンテディオ山形
愛 媛 Ｆ Ｃ

対戦相手開催日 試合開始

※試合開始時間は10月上旬に発表予定

１/16・17
１/23・24

津山総合体育館
笠岡総合体育館

会場
岐阜スゥープス
鹿児島レブナイズ

対戦相手開催日
２/13・14 
２/27・28 

ジップアリーナ岡山
津山総合体育館

会場
アイシンAWアレイオンズ安城
八王子ビートレインズ

対戦相手開催日

　７月10日㈮ギラヴァンツ北九州戦より制限付きではあり
ますが有観客試合を実施しました。この試合は新型コロナ
ウイルス感染拡大により無観客試合となって以降、Ｊリー
グ初の有観客試合となりました。当日は感染予防を徹底し
た運営を行い2,294人の人にお越しいただきました。また
「岡山市トップチーム応援プロジェクト」として「リモー
ト応援ダン（段ボールパネル）」を実施し、100人の顔写
真入り段ボール応援団も選手の背中を後押ししてくれまし
た。今後も入場制限のある中での開催が予想されますが、
引き続きご声援のほどよろしくお願いします。

※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、イベントや講座などは中止や延期、あるいは内容が
　変更になる場合があります。詳細については、あらかじめ主催者などにご確認ください。 イベント等の

中止・延期の状況

緑の遊び場プロジェクト　
西川・キッズ2020
■問　庭園都市推進課　■☎　086-803-1395　
　緑豊かな西川緑道公園で、自然の魅力大発見！
■日　９月27日㈰10時～14時（荒天中止）　
■場　西川緑道公園（水上テラス～平和橋）
■内　緑の探検隊リョクドウＧＯ！、大型ボードゲーム、葉っぱ
おさかなつり、けんけんぱほか

すきま時間につま先立ち
○食器を洗いながら
○歯磨きをしながら
○テレビの天気予報を見ながら
○電気ポットのお湯が沸く間

人混みを避けてウオーキング
　早朝など人が少ない時間帯にウオーキングを
しましょう。
○日光を浴びると骨粗しょう症予防に
○ウオーキングで心肺機能が向上すると
　免疫力もアップ！

世界アルツハイマー月間認知症啓発イベント
■問　高齢者福祉課　■☎　086-803-1230　
　岡山城天守閣（県庁側）を認知症支援のイメージカラーで
あるオレンジ色にライトアップします。
■日　９月17日㈭日没～　■場　岡山城（北区丸の内二丁目）

ヒガンバナ見学会
■問　児島湖花回廊サポーターズクラブ　
■☎　086-262-2911
　爽やかな秋空のもと、真っ赤なじゅうたんのように咲き誇
る55万球のヒガンバナをお楽しみください。
■日　９月下旬予定
■場　児島湖花回廊ゴルフコース　おまつり広場横自然緑地（南
区築港栄町）
■他　新型コロナウイルス感染拡大防止のため売店はありません。

たけべ八幡温泉　風呂の日「キャンドル風呂」
■問　たけべ八幡温泉　■☎　086-722-2500　
　秋の夜に幻想的なキャンドル風呂を行います。
■日　９月26日㈯18時～21時　
■場　たけべ八幡温泉　露天風呂（北区建部町建部上）

花・緑ハーモニーフェスタin西川（９月） 
■問　庭園都市推進課　■☎　086-803-1393　
■日■／■場　①９月26日㈯・27日㈰の各日11時～16時／西川緑道公
園②９月27日㈰11時～20時／下石井公園
■内　①ステージイベント、寄せ植え教室ほか
②ステージイベント、地酒や飲食ブース

日常生活の中にちょっと＋で活動量アップ！
～外出を控えているシニアの皆さんへ～

■問　岡山市ふれあい介護予防センター
　北区の人■☎　086-251-6517
　中区・東区の人■☎　086-274-5211
　南区の人■☎　086-230-0315

プラス

12 13

CMYK　KI-20-162　市民のひろばおかやま9月号　四校　8/12　田上純一　PTR　CS5　EQ


