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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！

2020-21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12月１日現在）

対 前 年
同時期比

人身事故
死者数
負傷者数

－217
－4

－274

1,710件
20人

1,912人

件　数
岡山市内交通事故状況（概数）

（令和２年11月１日現在）

岡山市の人口（県毎月流動人口調査）

－79
－45
－34

720,221人
346,944人
373,277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

※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。

トライフープ岡山「岡山市民デー」
■問　■申　スポーツ振興課　■☎　086-803-1616　
■℻　086-803-1768　
■✉　sportsyuchi@city.okayama.lg.jp
■日　２月14日㈰11時30分～　■場　ジップアリーナ岡山（北区いず
み町）　■対■象■試■合　vsアイシンＡＷアレイオンズ安城（14時５
分試合開始）　■内　サイン入りユニフォームなどが当たる抽選
会、来場者プレゼント、市政ＰＲブース出展ほか
●岡山市民特別招待
　当選者には、観戦チケット（１階自由席※ブロック指定）
とチーム公式グッズをプレゼント！
■対　市内在住の人　■定　100人（応募多数の場合は抽選）
■申　郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、
メールアドレスを▢HP　・▢〒　・▢℻　・▢✉　で１月31日までに
●エスコートキッズ募集
■対　市内在住の小学生　■定　12人（応募多数の場合は
抽選）　■申　郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、
学校名、服のサイズ（140、160、170）、保護者氏名、電話番
号、メールアドレスを▢HP　・▢〒　・▢℻　・▢✉　で１月31日までに　

坪田譲治文学賞贈呈式・記念行事参加者
■問　文化振興課　■☎　086-803-1054　■℻　086-803-1763
■✉　bunkashinkou@city.okayama.lg.jp
　坪田譲治文学賞受賞者への贈呈式を開催します。記念行事
として、受賞者と選考委員・森絵都さんとのクロストークを
予定しています。
■日　２月20日㈯14時～15時　■場　市民文化ホール（中区小橋町）
■定　300人（応募多数の場合は抽選）
■申　参加者全員の住所・氏名・電話番号を▢℻　・▢✉　・▢〒　で１月29
日までに

岡山リベッツ「岡山市民デー」
■問　■申　スポーツ振興課　■☎　086-803-1616　
■℻　086-803-1768　
■✉　sportsyuchi@city.okayama.lg.jp
■日　１月30日㈯12時30分～　■場　岡山武道館（北区いずみ町）
■対■象■試■合　vsT.T彩たま（14時試合開始）
■内　サイン入りユニフォームなどが当たる抽選会、来場者プレ
ゼント、市政ＰＲブース出展ほか
●岡山市民特別招待
　当選者には、観戦チケット（スタンド席※ブロック指定）
とチーム公式グッズをプレゼント！
■対　市内在住の人　■定　100人（応募多数の場合は抽選）
■申　郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、
メールアドレスを▢HP　・▢〒　・▢℻　・▢✉　で１月13日までに

岡山市いちご共進会
■問　農林水産課　■☎　086-803-1344
　市内で生産されているいちごの共進会を開催します。
■日　１月19日㈫　■場　市役所１階市民ホール

岡山洋らん展示会
■問　県洋蘭生産協会　梶坂さん　■☎　090-8717-3036
■日　１月27日㈬～29日㈮の各日９時30分～17時（29日は12時ま
で）　■場　市役所１階市民ホール　■内　岡山で生産されている洋
らんを多数展示、栽培相談コーナー（相談する株を要持参）

水産業振興パネル展
■問　農林水産課　■☎　086-803-1345
■日　１月25日㈪・26日㈫　■場　市役所１階市民ホール　■内　水産関
係のパネル展示や地元産のりのＰＲ販売ほか

新加入の田添響選手、田中佑汰選手が白星を挙げる！！  
　11月17日にTリーグ３
rdシーズンが開幕し、年
内はリモートマッチで行
われています。18日に
T.T彩たまと開幕戦を行
い、白星発進とはなりま

せんでしたが、４戦目の琉球アスティーダ戦では、将来の
日本を背負う逸材と評される新加入の田中佑汰選手と田添
響選手が白星を挙げ、貴重な勝ち点を獲得しました。
　また、年が明けた１月には岡山武道館での試合を予定し
ています。１月30日は松平健太選手らが所属するT.T彩た
ま、31日は張本智和選手や水谷隼選手を擁するキノシタマ
イスター東京との対戦です。岡山市民デーとして市内在住
の先着100人を両日無料招待します。詳細は公式ＨＰをご
覧ください。（13ページに関連記事）

Ｔリーグ３rdシーズン開幕！！

岡山リベッツ　公式 検索

　昨年はコロナ禍の影響で、
公式戦の中止やＶリーグの開
催形態など、さまざまな変化
が起こった一年でしたが、チ
ームを応援いただいている皆
さんの温かく力強いご支援を
より一層強く感じた年でもあ

りました。今年も熱い応援を
よろしくお願いします！
　さて今季リーグ戦も終盤戦
に入り、白熱の順位争いが続
いています。今月はホームゲ
ームも４試合あり、夢の頂点
へ向けて最後の弾みをつける
ため、皆さんと一丸となって

戦います！“空間を超えて、さあ行こう！シーガルズワー
ルドへ”！！

本年も岡山シーガルズをよろしくお願いします！

※会場はジップアリーナ岡山（北区いずみ町）

１/９㈯
１/10㈰

13：30
13：00

NECレッドロケッツ
日立リヴァーレ

対戦相手開催日 試合開始
１/16㈯
１/17㈰

13：05
13：05

東レアローズ
PFUブルーキャッツ

対戦相手開催日 試合開始

　いよいよＢ３リーグ2020-21シーズンが開幕。１月16日
㈯ホームの津山総合体育館にて初戦を迎えます。対戦相手
は昨シーズンも開幕戦を行った岐阜スゥープス！例年にも
増してコンディションはばっちり整い士気も高まっていま
す！ご期待ください！

　また今シーズンはケ
ーブルテレビによるホ
ーム戦全試合実況解説
付きでの生中継が決定
しました。ぜひご自宅
でもバスケットボール
をお楽しみください！

　新型コロナウイルスの影響により入場制限をはじめ、さ
まざまな対策をしています。一緒に対策をして共に優勝を
勝ち取りましょう！！応援よろしくお願いします！
　スケジュールやチケット情報などは公式ＨＰ
をご覧ください。

ついに開幕！

2020シーズン応援ありがとうございました！
　今シーズンは新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
リーグ中断、入場制限付きでの試合開催といまだかつて経
験したことのないシーズンとなりました。しかし、皆さん
からのご支援・ご声援のおかげで無事シーズンを終了する
ことができました。まだ先行きが見えない状況ではありま
すが、共に力を合わせて、この苦境を乗り越えていきまし
ょう。
　2021シーズンもどうぞよろしくお願いします。

☎086-948-5654 ☎086-230-5572

☎086-239-8824 ☎086-230-3886
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