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岡山西部総合公園（仮称）管理棟
（撮影のためマスクを外しています）

◎岡山市役所〒700-8544 北区大供一丁目1-1  086-803-1000（代）
各支所・地域センター・福祉事務所の連絡先は12ページをご確認ください。

岡山西部総合公園（仮称）の管理棟が完成しました!
　管理棟をにぎわいの拠点として、岡山西部総合公園（仮称）では、さまざまな催しなどが予定されています。楽しみ
方は人それぞれ。ぜひ１度訪れてみてはいかがでしょうか。（６ページに関連記事）

2次元
コード

岡山市役所公式LINEで
情報発信しています!

岡山市ホームページ
https://www.city.okayama.jp/
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１
新型コロナワクチン
３回目接種について

２ 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

　12月から医療従事者などを対
象に、新型コロナワクチンの３
回目接種が始まります。 

お願い
引き続き感染予防にご協力ください 問保健管理課　　086-803-1251

ワクチン接種 問保健管理課　　086-803-1307

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000019788.html

　ワクチン接種が進んでいますが、人の動きが増える年末・年始に向けて、依
然新型コロナウイルス感染症の再流行の恐れは否定できません。デルタ株は感
染力が強いため、当面の間はマスクの着用や小まめな手指消毒、
「３密」の回避など、基本的な感染予防策を徹底してください。

対象者
２回の接種完了後、おおむね８カ月を経過した人
※対象者には市から毎月１回、接種券など接種に必要な書類をお送りします
※接種に当たっては、事前に予約が必要です

■令和３年４月30日までに２回の接種を完了した人に
　は、書類を発送しています。
■勤務先施設で接種可能な場合は、勤務先施設で予約方法
　などを確認してください。また勤務先施設以外で接種す
　る場合は市ＨＰの「医療従事者等接種医療機関リスト」
　をご確認の上、予約してください。
■過去２回の接種を医療従事者枠で接種した人でも、２回
　目の接種完了時期によって、書類送付の時期（接種可能
　な時期）が異なります。

医療従事者などの皆さんへ

■令和３年６月30日までに２回の接種を完了した人に
　は、令和４年１月下旬に書類を発送します。接種はおお
　むね２月から開始の見込みです。
■接種できる医療機関や予約方法などは後日お知らせします。

おもに65歳以上の皆さんへ

▶かかりつけ医がいる場合は、事前に電話してから受診する
▶ホームページで探す
▶岡山市新型コロナウイルス受診相談センターに電話相談する

体調の異変を感じたら

平日９時～21時（土・日曜、祝日９時～17時）

岡山市  ワクチン 検索

　086-803-1360（　086-803-1337） FAX

概要

岡山市新型コロナワクチン
接種コールセンター

月～土曜８時30分～17時30分
（日曜、祝日除く）

0120-780-910
FAX 086-803-1775

１・２回目を未接種の人も引き
続き接種できます。
詳細は市ＨＰまたはコールセン
ターでお尋ねください。

お知らせ



２生活支援／経済支援

【第３弾】がんばろう岡山市!
スマホ決済最大20％が戻ってくる年末キャンペーン 問産業政策課　　086-803-1353

問産業振興・雇用推進課　　086-803-1325

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市
内の中小企業・小規模事業者に対して、中小企業診
断士による経営相談を実施しています。

経営改善や資金繰り、事業承継
などについて相談できますので、
ぜひご活用ください。



問い合わせ先

市内の中小企業・小規模事業者

申し込みは、下記申し込み先に　で

対象



市内で下記以外の地域

御津・一宮・津高・
上道・建部地区

吉備・高松・足守地区

藤田・妹尾・福田・
興除・灘崎地区

瀬戸地区
（旧 赤磐郡瀬戸町）

岡山商工会議所

岡山北商工会

岡山西商工会

岡山南商工会

赤磐商工会
瀬戸支所

☎086-232-2266

☎086-724-2131

☎086-293-0454

☎086-296-0765

☎086-952-0323

連絡先申し込み先対象所在地

詳細はこちら

コロナ禍での事業者の年末の売り上げ回復を支援するために同キャンペーンを実施します。

新規加盟を検討
される事業者の方

0120-957-640
（平日10時～1９時）

0120-114-331
（平日９時30分～1７時30分）

※12月29日～１月３日を除く

0120-387-527
（10時～20時）

※12月29日～１月３日を除く
0120-977-352
（平日10時～18時）

※12月29日～１月３日を除く
0077-7106

（24時間受付／年中無休）
0120-990-640

（24時間受付／年中無休）既存加盟事業者の方

0120-990-634
（24時間受付／年中無休）一般利用者の方

PayPayに関すること ｄ払いに関すること auPAYに関すること

キャンペーン内容

キャンペーン期間中対象店舗において
PayPay
d払い
auPAY

いずれかで支払うと、
決済金額の最大20％を
ポイント還元します

＜１回あたりの上限＞ 1,000円相当

＜期間中の上限＞

PayPay
d払い　　 
auPAY

2,000円相当
2,000円相当
2,000円相当

１社あたりの
上限

12月１日㈬～31日㈮実施期間

中小企業事業継続相談事業

市内のPayPay、ｄ払い、auPAYが利用できる
店舗のうち、市が指定する店舗など

対象店舗

対象店舗などにはキャンペーンポスター・ステッカーを掲示。
対象店舗リストは市ＨＰに掲載。
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▼対象店舗はこのポスターが目印

詳細はこちら

３社すべて使えば　
6,000円相当

※この余白部分は取り扱いの決済
事業者で異なります。店舗ごとに
使用できる決済事業者が異なりま
すのでご注意ください。



３ 各種支援などの連絡先

市税の納税相談 ●収納課
086-803-1186

●料金課
086-803-1641 ～ 1644

●岡山市営住宅管理センター
（日曜、祝日を除く。８時30分～17時15分）
086-206-5560

●みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）
0570-003-110

●外国語人権相談
0570-090-911

●ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
●ねんきんダイヤル
0570-05-1165

●岡山市男女共同参画相談支援センター
（配偶者暴力相談支援センター）
086-803-3366

●消費生活センター
086-803-1109（相談専用電話）
消費者ホットライン188（いやや!）も利用可

●産業振興・雇用推進課 086-803-1325
●岡山商工会議所 086-232-2266
●日本政策金融公庫　
　国民生活事業　086-225-0011
　中小企業事業　086-222-7666　
その他（商工会、市内金融機関など）

●産業振興・雇用推進課
086-803-1325

●岡山商工会議所　086-232-2266
※各商工会でも同様の相談窓口あり　
※原則予約制
　（岡山商工会議所ＨＰ・・FAX）

●ハローワーク岡山 ( 管轄＝北・中・南区 )
086-241-3222
●ハローワーク西大寺 ( 管轄＝東区 )
086-942-3212

●市民協働企画総務課
　市民活動支援室
086-803-1061

人権への配慮

相談ほっとライン

消費生活相談

企業向け
運転資金などの特別な
融資制度

（無利子・無担保など）

セーフティネット保証・
危機関連保証の認定・
経営相談等窓口

コロナ対応経営相談窓口
（※岡山商工会議所の
相談窓口名称）

雇用調整助成金の相談窓口

NPO 法人向けの支援相談

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

国民年金保険料免除など

市
税
・
保
険
料
な
ど
の
相
談

心
の
健
康
な
ど
の
相
談

融
資

応
援
金

そ
の
他
相
談

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、
認可保育園保育料、認定こども園利用料、下水道事業
負担金などの納付相談

感染した人やそのご家族、医療従事者などに対しての
不当な差別・偏見・いじめ・誹謗中傷でお悩みの人

インターネット人権相談受付窓口もあり

配偶者などによる暴力や、家庭・職場などでお悩みの人
①月～土曜の各日10時～19時30分
　（火曜は除く）
②日曜、祝日の各日10時～16時30分

不審な電話やメールなど消費生活に関するトラブルで
お悩みの人（土・日曜、祝日を除く。９時～16時）

無利子・無担保等「融資」、休業に係る「雇用調整助
成金」、販路開拓・ものづくり等「補助金」などの相
談受付窓口

新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し
た際、従業員を一時的に休業させるなどにより雇用を
維持し、一定要件を満たした場合に雇用調整助成金が
国から支給されます。

NPO 法人向けの支援情報をＨＰ「つながる協働ひろ
ば」に掲載しています。

国・県・市の各種融資を利用する際に必要なセーフティ
ネット保証および危機関連保証の認定申請を受付中で
す。

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが５％以
上減少し、運転資金などでお困りの人に国・自治体が
設けた特別な融資制度があります。まずは、お近くの
金融機関にご相談ください。

個人市県民税・固定資産税など納税のご相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

がいこく ご じんけんそうだん

●担当課が分からないときは、新型コロナウイルス対策専用ダイヤルへ 086-803-1400（土・日曜、祝日除く。8 時30分～17時15分）

●人事課
086-803-1086

●農林水産課
086-803-1344、1346

緊急雇用
（会計年度任用職員）

農林漁業者向け
岡山市コロナ対応事業者応援金

採
用

就労機会を失った人を対象とした会計年度任用職員の募
集を行います。

新型コロナの影響で売り上げが減少している市内事業
者へ応援金（給付金）を支給します。
※令和４年２月28日までに

各保険料の減免など

●岡山市保険料減免等コールセンター
（土・日曜、祝日を除く。
　９時～17時15分）
086-897-1126

収入減少による国民健康保険料、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の減免や、傷病手当金の申請を受け付
けています。詳細は、市ＨＰをご確認いただくか、右
記コールセンターまでご相談ください。
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年末・年始の市の業務について
問い合わせは各問い合わせ先へ

　今年も残すところあと１カ月。年末・年始の市の業務日や、注意点についてお知らせ
します。なお、市の大半の施設では、12月29日㈬～１月３日㈪の間、業務を行いません。

年末・年始のごみ収集（瀬戸・建部地区は除く） 年末・年始のし尿収集（御津・建部地区は除く）

◆年末
　12月30日㈭まで決められた曜日にごみを収集します。
（一部の地域で収集日を変更します。変更する地域に
は別途回覧でお知らせします。）
　年末はごみの量が大変多くなります。忙しい時期で
すが分別を徹底して早い時期に出してください。

◆年始
　１月４日㈫から決められた曜日にごみを収集します。
（一部の地域で収集日を変更します。変更する地域に
は別途回覧でお知らせします。）

◆粗大ごみの処理
　粗大ごみの処理は事前に電話予約が必要です。
予約先　粗大ごみ受付センター（086-227-5300）
※受付時間９時～16時、12月29日㈬～１月３日㈪は休み　
＜粗大ごみを持ち込む場合＞
　持ち込み希望日の前日（土・日曜を除く）までに予
約申し込みが必要です。年末年始は、予約申し込みが
集中するため、希望日に持ち込みできない場合があり
ますので、お早めに予約申し込みをしてください。
 
■瀬戸・建部地区のごみ収集について
　瀬戸地区　瀬戸支所にお問い合わせください。
　建部地区　建部支所にお問い合わせください。

　年末の収集は申し出が集中することが予想されます
ので、早めにお申し込みください。

◆収集時期の変更と料金
　年末年始の休日などのため、月をまたいで繰り上げ
（繰り下げ）て収集する場合があります。ただし、月
をまたいだ場合でも、料金は通常収集する月の分とし
て計上しますので、あらかじめご了承ください。

◆年末の臨時収集
　臨時の収集が必要な家庭は、12月６日㈪までに現在
担当している業者や事業所（下表参照）へ直接連絡し
てください。ただし、収集までに数日かかります。料
金は36ℓごと470円（従量制）です。
■御津・建部地区のし尿収集について
　申し込み・問い合わせは、直接下表の担当業者へお
願いします。

(有)吉美

キョクトウ(有) 

(有)西大寺清掃事業所 

妹尾産業(有) 

迫川清掃(有)

086-293-1052

086-952-0384

086-942-2700

086-282-0521

086-362-3828

086-228-0891

086-274-7115

086-287-2588

086-724-1184

086-722-0256

086-243-2771

086-944-5034

(有)御津衛生センター（12月21日まで） 

(有)旭川環境（12月17日まで）

第１事業所 

西大寺事業所

(株)レコルテ

岡北営業所

八晃営業所

イオス営業所

衛生営業所

高松営業所

　年末は12月28日㈫まで、年始は１月
４日㈫から業務を行います。

年末・年始の市営斎場業務について

年末・年始の証明書などの窓口

◆公共施設での資源化物の拠点回収
　各施設の休館日は拠点回収を行いません。
※日程は各施設にご確認ください。

許
可
業
者

市

問生活安全課　 086-803-1277

問区政推進課　086-803-1033

問環境事業課（086-803-1298）、
　西大寺事業所、
　各区ごみ対策班（東区を除く）、
　各支所・各地域センター

問申環境事業課（086-803-1302）、　
　　第１事業所、西大寺事業所、
　　各区ごみ対策班（東区を除く）、
　　各支所・地域センター

●東山斎場

　休場日12月31日㈮～１月２日㈰・５日㈬
●星空の郷（岡山北斎場）

　休場日１月１日㈷～１月３日㈪・５日㈬
●西大寺斎場

　休場日12月30日㈭～１月３日㈪・５日㈬
●年末・年始の犬・猫などの火葬受付

（東山斎場および星空の郷の開場日に限る）
　受付時間９時30分～12時
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岡山市岡山市注目注目︕︕

身近な人権の問題に思いをよせて
12月４日～10日は人権週間です

6 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

12月１日から
岡山西部総合公園（仮称）の管理棟がオープン!

庭園都市推進課
086-803-1395　　086-803-1740
teientoshi@city.okayama.lg.jp

jinkensuishin@city.okayama.lg.jp

問申

人権推進課　086-803-1070

　「えせ同和行為」とは、同和問題の解決を口実にして
不当な寄付を募ったり、電話などで高額な図書の購入を
迫ったりする行為で、個人が狙われるケースも報告され
ています。いらないものは「いらない」と断ることが重
要です。「えせ同和行為」が疑われる場合は、同課まで
ご相談ください。

●えせ同和行為に注意

　市内小・中学生の作品を展示します。

12月６日㈪　13時～17時
　　７日㈫～11日㈯　10時～17時
　　12日㈰　10時～16時

●人権啓発ポスター・標語展

◆日時

さん太ギャラリー（北区柳町二丁目）
◆場所

問

▲岡山西部総合公園（仮称）の管理棟

◆カフェ
　ドリンク類を提供
◆ランニングステーション
　ランニングの各種プログラ
　ムを提供
◆多目的スペース
　多彩な催しの実施

◆シェアスペース
　各種教室やセミナー開催
　が可能

１階 ２階

ぜひお越しを!

令和５年
１月まで

の間

大和リー
ス㈱がに

ぎわい創
出

の社会実
験を実施

!

開館時間
９時～21時

※窓口の受付・案内および店舗は18時まで
※休館日は12月29日～１月３日

岡山西部総合公園（仮称）の「公園」と「管理棟」の名称を
募集します！

　岡山西部総合公園（仮称）にたくさんの人
が訪れ、管理棟がにぎわいの拠点となるよう
な名称を募集します。

▲岡山西部総合公園（仮称）
（北長瀬表町二丁目）

◆対象
岡山西部総合公園（仮称）に興味・関心のある人
◆申し込み
応募用紙（同課ＨＰから入手可。各区役所などに
チラシを配布）を　・　・　・　　で12月１日～
令和４年１月14日の間に

FAX  窓口〒

令和３年度人権週間市民のつどい

笑顔はこころの宝物笑顔はこころの宝物

◆日時

◆場所

◆申し込み

12月11日㈯　13時30分～16時
さん太ホール（北区柳町二丁目）

　　から12月10日まで（ステージプログラムのみ）

▶人ＫＥＮまもる君・あゆみちゃんＰＲタイム

▶岡山市の人権課題パネル・ＬＧＢＴパネル
▶岡山市の国際友好交流都市・地域紹介コーナー
▶子ども虐待防止のオレンジリボンキャンペーン
▶認知症を知ろう
▶こころの健康コーナー
▶ふれあい交流ショップ（福祉の店 元気の輪）ほか

その他　会場内イベント　※申し込み不要／観覧自由

ステージプログラム（オンライン配信のみ）

※都合により一部変更になる場合があります。

ゴー☆ジャス
バラエティー

ショー

ゴー☆ジャス
バラエティー

ショー

Ryo kurokawa
＆Mayu

ふれあいマジック
ショー

Ryo kurokawa
＆Mayu

ふれあいマジック
ショー

鈴木 福
トークショー

鈴木 福
トークショー

QR

FAX

　自分にはあまり関係ないと考えがちな人権問題･･･。
でももしかしたら、普段の生活の中で気付かないうちに
人を傷つけていることがあるのかもしれません。

　自分にはあまり関係ないと考えがちな人権問題･･･。
でももしかしたら、普段の生活の中で気付かないうちに
人を傷つけていることがあるのかもしれません。



ホームページでも動画をご覧になれます。
 テレビ

●テレビせとうち（TSC）みらいリンリンおかやま
　「岡山西部総合公園（仮称）の管理棟および見晴らしの丘のオープン」
　12月18日㈯20時54分～、（再）12月19日㈰15時55分～、
　12月20日㈪９時30分～、12月21日㈫25時～
●岡山放送（OHK）おかやまももてなし調査団!
　「保育士・保育所支援センターの取り組み」
　12月５日㈰11時45分～、
　（再）12月６日㈪11時20分～、12月12日㈰８時25分～
● 山陽放送（RSK）トメちゃん＆桃太郎の岡山 City かわら版!
　「特殊詐欺などに対応した電話機について」
　12月18日㈯18時50分～、
　（再）12月20日㈪22時57分～、12月22日㈬４時25分～
●oni ビジョン
　いきいきおかやま／おかやま情報かわらばん
　毎日７時30分～、12時～、月～金曜18時45分～、
　土・日曜22時45分～
　つながる協働ひろば／おかやま ESD なび
　毎日７時45分～、12時15分～
ラジオ
●RSK 山陽放送ラジオ 1494kHz
　岡山くらしと市政　毎週金曜11時22分ごろ～
●レディオ MOMO　FM79.0MHz
　シティインフォメーションスクエア　毎週月～金曜9時～

南区まちづくりレポートまちづくりレポート
4区のニュースを月替わりでお伝えします4区のニュースを月替わりでお伝えします

広 報 番 組

南区の特産品を生かしたアイデアレシピを考案中!

　皆さんの食卓を彩るレタスやタマネギ、レンコン、
千両なすが南区の特産品であることをご存じでしょ
うか。
　南区では、市民の皆さんに地元の特産品を広く
知っていただき、南区をもっと好きになっていただ
こうと、独自のレシピ集作成を計画しています。
　現在、レシピ集に掲載する料理を決めるために、

農業学科と家庭学科を有する県立興陽高等学校の協
力の下、南区の特産品を使ったアイデアレシピのコ
ンテストを実施しています。
　コンテストは「おうちごはん」をテーマに、特産
品ごとの４部門（レタス、タマネギなど）に分けて
行います。書類による１次審査と、生徒が調理した
ものを実食する最終審査により、味や見栄えはもち
ろん、独創性や「特産品が十分に生かされている
か」も評価し、各部門から５点の優秀作品を決めて
いきます。
　応募されたレシピには、見た目にインパクトがあ
るものや、食材の独特な組み合わせなど、生徒なら
ではのアイデアが豊富に含まれています。
　コンテストで選ばれた料理を掲載したレシピ集は、
令和４年３月頃に地域の小・中学校や公民館などへ
配布する予定です。
　また本紙４月号で続報をお知らせしますので、お
楽しみに。▲生徒からの応募書類の一部

問南区役所総務・地域振興課　086-902-3500

　鉄道警察隊では、気ぜわしくなる師走から帰省や
初詣などによる混雑が予想される正月にかけて、各
種事件・事故を防止するため、特別警戒活動を実施
します。
  この期間、駅や列車内では人流が増加し、事件・事
故の発生も増加傾向にあります。
  特に置き引きなどの盗難被害や痴漢・盗撮などの性
犯罪被害に遭わないように注意しましょう。
　もし犯罪被害に遭ってしまったら、緊急の場合は
110番通報を、性犯罪などの相談は＃9110へ連絡して
ください。

●特別警戒活動を実施します●

安全･安心の岡山市の
実現を目指して

岡山県
警察本部

2021.12月号2021.12月号 7



区民区民区民ののの

人口：147,975人　面積：51.24㎢

中区
■中区役所 〒703-8544 中区浜三丁目7-15

●問い合わせ
　吉備津岡辛木神社
　086-276-6266

各区からのお知らせや
魅力・取り組みなどを紹介します。

ページページページ

　吉備津岡辛木神社は、操山から海
吉へ続く操山ハイキングコースの最
東に位置する、海吉・福泊地区の氏
神様です。現在の社殿は備前国の一
宮である吉備津彦神社と同じ東向き
に建てられており、江戸時代末期文
政12年（1829年）に建造されたもの
です。
　古くは笠井山山頂にあったこの神

社には、吉備津神社のご祭神である
吉備津彦命の弟吉備若建彦命が祀ら
れています。航海の目印となる北斗
七星を祀る神として信仰を集め、そ
のことから新しいことを始めるとき
の道開きの神様として参拝する人も
多いそうです。神社では毎月１日と
15日の祈願祭の他に５月は春祭、７
月は夏祭輪くぐり大祭、10月は秋祭
があり、地域の人々でにぎわいます。
　また、本殿へ続く参道には詩が彫
られた石碑や木板が並び「詩の小
径」といわれています。この詩は地
域の人々が皆の幸せや町の繁栄を願
い、懐かしい思い出や日々の生活の

中での心温まる出
来事を詠んだもの
で、自分たちの町
を愛し大切に思う
気持ちが感じられ
ます。

人口：295,026人　面積：450.70㎢

　牧山クラインガルテンは、平成30
年７月豪雨で被災しましたが、令和
２年10月に新管理棟が完成し、利用
が再開されています。現在農園も復
旧して、新規入園者を随時募集して
います。
　ふれあい広場で青空市などの収穫
祭（11月）の開催や、タマネギ（11

月～６月）、ジャガイモ（３月～５
月）、サツマイモ（５月～10月）な
どの植え付けから収穫までを行う農
業体験も毎年実施しています。これ
らの事業を通して牧山クラインガル
テンの魅力をアピールし、入園者を
増やして、活気ある市民農園を目指
していきます。

北区
■北区役所 〒700-8544 北区大供一丁目1-1(市役所本庁舎および分庁舎内)

吉備津岡辛木神社 ～「詩の小径」～

牧山クラインガルテンの復旧とこれから

●問い合わせ
　牧山クラインガルテン
　（北区中牧219）
　086-228-2280
　開園時間：８時～17時
　（火曜日定休）

8 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

※人口は住民基本台帳による数（令和３年10月31日現在）

●区役所の位置

●区役所の位置

▲タマネギの植え付け

※現在、御津方面からの来園は、県道の通行止
めのため、玉柏側へ迂回となりますのでご注意
ください。使用料金（年間・税込）の例

種　類
小農園
中農園
大農園
果樹園
ラウベ

(小屋)付農園

面　積
30㎡
60㎡
100㎡
40㎡

145㎡

使　用　料
11,100円
22,200円
37,000円
14,800円

89,650円

き び つ から きおか じん じゃ うた こみち

さいじん

きびわかたけひこのみこと

旭川野々口

牧山クライン
ガルデン

県警察学校
山陽自動車道

岡山医療
センター

牧山駅

津
山
線

玉柏駅牧石小

53



人口：93,729人　面積：160.53㎢

東区
■東区役所 〒704-8555 東区西大寺南一丁目2-4

新庄山城跡 ～宇喜多直家ゆかりの城～

浦安総合公園 ～いつでも自然と触れ合える場所～

人口：168,243人　面積：127.48㎢

南区
■南区役所〒702-8544 南区浦安南町495-5

●問い合わせ
　上道地域センター
　086-297-4211 

●問い合わせ
　浦安総合公園西地区管理事務所
　086-262-9588

■各区役所への電話は､市役所代表番号からおつなぎします。 086-803-1000市役所代表

　東区竹原の「三徳園」や「上道公
園」南にある城跡「新庄山城跡」は、
応仁年間（1400年代）に新庄氏に
よって築かれたと伝えられています。
　天文18年（1549年）、当時乙子城
主だった「宇喜多直家」は砥石城攻
略の恩賞として、この城を亀山城主
の中山信正から与えられたとされて
います。その後、宇喜多直家は中山
信正を謀殺し、亀山城に本城を移し

て邑久・上道の大半を領地に加え、
備前岡山への侵攻の拠点としました。
　新庄山城は砂川の西岸にある新庄
山の山頂に築かれており、現在、主
郭であった場所には、石鉄神社が
建っています。見晴らしのいい山頂
はまさに山城として最適な場所で
あったと考えられます。
　上道公園からの登山道入り口には、
岡山城築城400年の折に築かれた石

碑モニュメントが設置されています。
　岡山城の礎を築いた宇喜多直家、
上道地区での変遷はまさにここから
始まっています。気候の良い時に、
新庄山城の歴史に思いをはせながら
山歩きをしてはいかがでしょうか。

　約18ヘクタールの広大な敷地を有
する浦安総合公園。道路を挟んで東
側には、図書館を併設する体育館や
テニスコート、軟式野球場、西側に
は、大型木製遊具「子ども夢が島」
が目を引く約2.4ヘクタールの芝生広
場があります。

　どこを歩いても豊かな花木に囲ま
れている園内は、ジョギングやウ
オーキングにも最適です。子どもか
らお年寄りまで、幅広い世代に親し
まれています。
　園内にある西地区管理事務所では、
月に数回、花と緑にまつわる催しを
開催しています。
　冬の季節には、公園内の葉っぱや
木の実を集めて個性豊かな作品を作
る子ども向けのイベントや、クリス
マスリース、しめ縄作りなど、季節
感を味わえる内容をお楽しみいただ
けます。
　一年中いつでも自然と触れ合える、

魅力いっぱいの「浦安総合公園」を
訪れ、季節の移ろいを感じてみては
いかがでしょうか。

92021.12月号2021.12月号

●区役所の位置

●区役所の位置

▲石鉄神社

▲浦安総合公園

▲クリスマスリースの作品

▲頂上からの風景

しんじょうやまじょうあと

おとごじょう

しゅ といしじょう

いしづち

250

２砂川

三徳園

上道公園

楢原郵便局

新庄山城跡

37



熱中　 スポーツ熱中　 スポーツ

ファジアーノ岡山

高校生のダンスパフォーマンスで
会場が盛り上がりました !

086-948-5654

子どもたちに夢を!

いよいよホームアリーナで開催!
　B３リーグ開幕から3カ月目。ト
ライフープ岡山のホームゲームはホ
ームアリーナである、ジップアリー
ナ岡山にて４試合が行われます。
　昨シーズン叶わなかった優勝とい
う目標へ向けて、全員でボールを追
いかけ、常にハードワークをする選
手たちの熱い闘志、そして皆さんの
熱い応援で勝利をつかみ取りましょ
う!
　新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、まだまだ制限は多くありますが、感染対策を万全
に行い、皆さんのご来場をお待ちしています。会場に来ら
れない人は、ぜひケーブルテレビの生中継でバスケットボ
ールをお楽しみください!

　10月17日に開催された松本山雅ＦＣ戦のハーフタイム
にて、県内の高校生によるダンスパフォーマンスを実施
しました。
　今年のテーマは、「届け、この想い!岡山から、日本
を元気に!」
　全員で合わせて踊るのは、本番１回のみでしたが、各
自で練習してきた成果が、本番で融合し、素晴らしいパ
フォーマンスとなりました!

岡山シーガルズ

年内Ｖ１最終戦&令和３年度皇后杯開催!

086-230-5572

夢に向かって心を一つに!

トライフープ岡山
086-230-3886

バスケで岡山を熱くする!

岡山リベッツ
086-239-8824

卓球で岡山を世界一に!

！！

マスコット
キャラクター
ファジ丸
C 2004 F.O.S.C

シーズン前半戦終了! リーグ２位の好位置につける!

公式戦日程
大会

Ｖ１女子

皇后杯ファイナル
ラウンド

12月４日㈯・５日㈰

12月10日㈮～12日㈰
12月18日㈯・19日㈰

開催日 対戦相手 会場

ＪＴマーヴェラス

未定

黒部市総合体育センター
(富山県黒部市)
高崎アリーナ

(群馬県高崎市)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※新型コロナ感染拡大防止の観点から、内容が変更となる可能性があります。   
　随時公式ＨＰやＳＮＳにてお知らせします。   
※アウェーゲームについてはウェブサイトをご確認ください。

ホームゲーム日程
開催日

12月17日㈮
12月18日㈯
12月24日㈮
12月25日㈯

試合時間 会場対戦相手
18:05
13:05
19:05
15:05

ジップアリーナ岡山

ジップアリーナ岡山

金沢武士団

山口ペイトリオッツ

　今季リーグ戦は12月４日・５日の
黒部大会が今年最後の試合となり、
翌週からは天皇杯・皇后杯のファイ
ナルラウンドが開催されます。
　また、来年１月15日・16日には岡
山大会でリーグが再開されます。今年最後の公式戦とな
る皇后杯で昨年度以上の成績をあげ、年明けのホーム
ゲームでは皆さんに勝利をお届けできるようチーム一丸
となって戦います。
　今年もたくさんの応援をありがとうございました。来
年も温かい応援をよろしくお願いします。
【トピック】川島亜依美選手が11月
の姫路大会で通算230試合出場を果
たし、Vリーグ栄誉賞の表彰基準を
達成しました。同選手を支えてくだ
さった皆様にお礼申し上げます。

　シーズン前半戦が終了し、
エース森薗選手の大車輪の
活躍に加え、新加入の龍崎
選手の初勝利、インターハ
イ３冠王の谷垣選手による
相手チームエースを破る活

躍で、11月時点で２位の好位置につけています。ファイナ
ル進出に向けチームの雰囲気、士気も上がっており、この
勢いのまま12月からの後半戦を戦います。

12月イオンモール岡山にてホーム戦開催!
　12月12日㈰にイオンモー
ル岡山１階未来スクエアで
ホーム戦が行われます。商
業施設のオープンスペース
で公式戦を行うのは卓球で
は初の試みです。相手は東

京五輪代表の張本選手を擁する木下マイスター東京です。
　１人でも多くの人に世界のトップレベルの卓球の試合を
生で見ていただける機会です。入場無料ですので、ぜひお
越しください。

日
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時

記
号
説
明

=

日
時
　
　=

期
日
　
　=

時
間
　
　=

場
所
　
　=

内
容
　
　=

講
師
　
　=

対
象
　
　=

定
員
　
　=

費
用
な
ど
　
　=

持
参
品
　
　=

申
込
　
　=

そ
の
他

場

内

講

対

定

費

持

申

他

10 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま



10
03

エキチカ×いけばな
ＪＲ岡山駅地下に作品が登場

　多くの人が行き交うＪＲ岡山駅のエキチカひろばに、
市内で活動する華道家の生け花作品が登場しました。
　作品展は岡山市芸術祭の一環で行われ、市華道文化
連盟に加盟する６流派が参加し、流派ごとに３日ずつ
交代で展示されました。
　オープンスペースを広々と使った大迫力の作品は見
応えがあり、生け花の魅力に触れることができる催し
でした。　

岡山市人見絹枝スポーツ顕彰
特別スポーツ栄誉賞を贈呈

岡山城のイメージカラー路面電車
ＭＯＭＯの運行開始

　現在、大規模改修中で幕に覆われている岡山城で
すが、リニューアルオープンに向け期待感を高め、
市内を盛り上げるため岡山城のイメージカラー
「金」と「黒」をベースにラッピングされた路面電
車ＭＯＭＯの運行が開始しました。
　運行に合わせて、岡山城ＰＲバナーフラッグも桃
太郎大通りなどに掲出しました。

オレンジリボンキャンペーンを
ＪＲ岡山駅後楽園口 (東口 ) で実施

　11月の児童虐待防止推進月間に合わせて、県と合
同でＪＲ岡山駅後楽園口（東口）にてオレンジリボ
ンの啓発資料などを配布しました。
　オレンジリボンキャンペーンは児童虐待防止の象
徴である「オレンジリボン」を広める全国的な市民
活動です。児童虐待防止に対する関心と理解を深め
るため、市内各地でさまざまな活動を行っています。

10月３日～11月９日の岡山市の
出来事をお知らせします。
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▲オリンピックで７位に入賞した
　大池水杜選手（ＢＭＸフリースタイル）

おおいけみなと

▲オリンピックで金メダルを獲得した
　原田のどか選手（ソフトボール）


