注目！ 岡山市
今月の

対象拡大!
18歳以上（市内在住・在勤・在宅）
ならどなたでも申し込み不要でご
参加いただけます!

ぐるっとおかやまスマホdeウオークラリー
第２シーズン「【夏】自然で爽快」
問 続!おかやまケンコー大作戦事務局（ＰＳ瀬戸内㈱内）
 086-206-3222（土・日曜、祝日除く10～17時）

 okayamakenkoo@gmail.com

令和４年度特別企画「続!おかやまケン
コー大作戦」の目玉イベント、スマートフ
ォンを使ったウオークラリーの第２シーズ
ンが始まります。
電子スタンプを集めて抽選に応募して電
子商品券500円をゲットしよう♪

北区：牟佐周辺
北区

★
★

市街地周辺：西川緑道公園周辺

期間

７月１日㈮～８月15日㈪

場所

市内５コース（全20スポット）
・西川緑道公園周辺
・牟佐周辺
・操山周辺
・三徳園周辺
・浦安総合公園周辺

参加
方法

南区

企画展「岡山城歴史絵巻Ⅱ」
岡山を築いた英傑たち 岡山ファイブ
 086-898-3000

岡山城天守閣が大規模な改修を迎えるのを機に、岡山シティ
ミュージアムでは昨年度に岡山城収蔵品から優品を紹介する企画展
を開催し、好評をいただきました。
岡山城のリニューアルオープンを11月３日㈷に控える今年度は、
内容の一層の充実を図って岡山城を築いた人々に焦点を当て、
第２回企画展「岡山城歴史絵巻Ⅱ」を開催します。
この展覧会を通じて岡山城から現在へ続く歴史の流れをたどり、
まちの将来に思いをめぐらせてみてはいかがでしょうか。

期間

東区

東区：三徳園周辺

中区：操山周辺

「続!おかやまケンコー大作戦」では、
ウオークラリーのほか、毎月健康イベントや
健康コラムを実施しています♪

＜関連行事＞

ミュージアム講座

第104回 「城郭から読み解く宇喜多秀家」
宇喜多秀家が関わった岡山城をはじめとす
る各地の城郭や金箔瓦などの出土品から、豊
臣大名・秀家の人物像に迫ります。
日時 ８月７日㈰14時～15時30分
講師 就実大学 非常勤講師 乗岡 実 さん
定員 先着60人
申込 氏名、電話番号を電話で７月22日㈮以降に

〜

池田光政は「明君」、その子綱政は「暗愚」。
綱政は本当に暗愚だったのか。二人の人物像を
多様な側面から明らかにします。

10月２日㈰
費用
一般310円

高校・大学生210円
池田光政の和歌の書（岡山城蔵）
「むかしよりかけどもつきぬ筆のあと
すずりのよはひ限しられず」

市民のひろば おかやま

★

第105回 「光政と綱政」

７月８日㈮
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中区

★

南区：浦安総合公園周辺

ＱＲコードから専用ページを開い
て参加

問 岡山シティミュージアム

★

日時
講師
定員
申込

８月21日㈰14時～15時30分
岡山大学 名誉教授 倉地 克直 さん
先着60人
氏名、電話番号を電話で８月５日㈮以降に

今月の注目！ 岡山市

古墳パン＆オリジナル御墳印
問 プロモーション・ＭＩＣＥ推進課
 086-803-1333

◆

古墳パン巡りスタンプラリー

期間

認知症ピアサポート活動
（古墳パン）（御墳印）

７月１日㈮～９月30日㈮

期間
場所

７月１日㈮～
造山古墳ビジターセンターほか

造山古墳や牟佐大塚古墳など、桃太郎伝説
ゆかりの古墳や遺跡の特徴を捉えた７種類の
御墳印がお目見え。
オリジナル御墳印帳も販売しますので、古墳巡りの記念に御墳印を
集めてみませんか。詳細はＨＰをご確認下さい。

必要

７月下旬以降

市内（認知症の人が希望する場）

対象

市内在住で認知症の診断を受けた人

費用

無料

申込

はるそらへ電話またはメール

 0120-050-392（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）

住民税非課税世帯などを支援するための給付金です。
※すでに令和３年度分の住民税非課税世帯等への給付金の支給を受
けた世帯は対象外です。
１世帯あたり10万円

給付対象の世帯には、７月上旬頃から書類をお送りします。
期限内に必要書類をご返送ください。
※世帯の中に、令和３年12月11日以降に転入した人がいる場合は、
別途申請が必要ですので、コールセンターへお申し出ください。
対象者

①世帯全員の令和４年度分の住民税が非課税である世帯
②令和４年６月１日時点で岡山市に住民票のある人

対象外

・住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯
・住民税が課税となる所得があるのに未申告である場合

健康

６月29日

場所

施設ガイド

支給時期

不要

はるそらが、利用希望者とピアサポーターと
の相談できる機会や関係づくりをマッチング
します。

▶住民税非課税世帯への給付金

対象者
①令和４年４月分の児童扶養手当の受給者
②公的年金給付等を受給していることにより、令和４年
４月分の児童扶養手当を受けていない人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、直近の収入が児童扶養手当の支給対象となる水準
に下がった人
申請

内容

支給額

児童１人につき５万円
+
１世帯につき２万円（市独自）

①
②
③

当事者同士だからこそできる不安軽減や、前向
きに考えていくきっかけを一緒に考えていきませ
んか。詳細はＨＰをご確認ください。

相談

ひとり親世帯の生活を支援するための一時金として、
対象の人に以下の給付金を支給します。

対象者

利用者募集!

問 岡山市臨時特別給付金コールセンター

0120-084-922（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）

支給額

認知症の当事者（ピアサポーター）と、認知症
の診断直後などで今後の生活に不安のある人が、
互いの経験や生活の工夫などを話すことで、孤立
を防ぎ、社会参加を考えるきっかけとする取り組
みです。

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

問 給付金コールセンター


認知症ピアサポート活動とは

情報のひろば

低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）について

 086-230-4834

 harusoraegao@gmail.com

スポーツほか

◆ オリジナル御墳印帳で御墳印集め

 086-803-1230

注目

日本遺産「桃太郎伝説の生まれたまち おかやま」の構成文化財で
ある古墳をモチーフにした「古墳パン」が今年
度新たに登場!それぞれのパン屋さんでオリジ
ナルの「古墳パン」が販売されます。
期間中、８つの参加店舗で「古墳パン」、も
しくは500円（税込み）以上の購入でスタンプ
を１個ゲット!スタンプを５個以上集めると抽
選で特産品をプレゼントします。
古墳パンを手に、古墳巡りをするのはいかが
ですか？ 参加店舗については、ＨＰをご確認く
ださい。

問 高齢者福祉課
申 はるそら

▶家計急変世帯への給付金
対象者 ①令和４年１月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受

申請期間

７月１日～令和５年２月28日

申請場所

子育て世帯生活支援特別給付金受付窓口
または管内の福祉事務所

け家計が急変し、世帯全員が住民税非課税と同様と認めら
※

※７月１日～29日 市役所本庁舎９階会議室
８月１日～31日 市役所本庁舎１階北区選挙管理委員会室

※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別
給付金（その他世帯分）についても、昨年度と同様に
支給予定です。詳細は、来月の市民のひろばに掲載予
定です。

れる世帯
②申請時に岡山市に住民票のある人
対象外 ・住民税非課税世帯への給付金の対象世帯
・住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯
申請期限 ９月30日までに
申請方法 郵便または特設窓口
（保健福祉会館１階（北区鹿田町一丁目））で
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熱中 スポーツ
マスコット
キャラクター
ファジ丸
C 2004 F.O.S.C

子どもたちに夢を!

夢に向かって心を一つに!

ファジアーノ岡山

岡山シーガルズ

086-948-5654

「2022Ｖ・サマーリーグ」開催！

新加入選手を紹介します !

C
〇FAGIANO
OKAYAMA

23 ＤＦ ヨルディ バイス
背番号

【好きな食べ物】
寿司、すき焼き
【今年やりたいこと】
岡山の文化を学ぶ

７月１日㈮～７月３日㈰にヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市）にて「2022Ｖ・サマーリーグ女子 西部大会」が開催さ
れます。若手の登竜門と位置付けられている大会です。昨年の３
位という成績を超えられるよう頑張りますので、応援よろしくお
願いします!

C
〇FAGIANO
OKAYAMA

もとやま

26 ＤＦ 本山
背番号

はるか

遥

【好きな食べ物】
焼肉
【今年やりたいこと】
家事を極める
プロフィール

プロフィール

①バイス
②オランダ
③1988年12月28日
④186cm／86kg

086-230-5572

①はるか
②長崎県
③1999年６月５日
④171cm／71kg

2021V・サマーリーグ女子 西部大会の様子

2022年度シーガルズジュニア・スクール生 始動！

岡山シーガルズの下部組織である「シーガルズジュニア」12期
生の練習が始まりました。７月にヤングバレーボールクラブの岡
山県予選、９月に全国大会（和歌山市）が予定されています。
シーガルズジュニアは過去に２度の全国大会優勝経験があります。
子どもたちの心身の成長を、今期もサポートしていきます!

①ニックネーム②出身地③生年月日④身長／体重
ホームゲーム日程
試合開始
対戦相手
開催日
試合開始
対戦相手
開催日
７月２日㈯
19:00
ロアッソ熊本
７月17日㈰
18:00
栃木ＳＣ
ジェフユナイテッド千葉
７月６日㈬
19:00 大宮アルディージャ ７月30日㈯
19:00

2022年度 セレクションの様子

※会場はシティライトスタジアム（北区いずみ町）

バスケで岡山を熱くする!

卓球で岡山を世界一に!

岡山リベッツ

トライフープ岡山

086-239-8824

086-230-3886

2022−2023シーズン 選手契約更新 !!

３x３.EXE PREMIERが２年ぶりに岡山で開催 !!

龍崎東寅選手と田添響選手の契約がまとまりました。

5月に開幕した3人制バスケッ
トボール３x３.EXE PREMIERの
リーグ戦が２年ぶりに岡山で開
催されます。会場は2016年の参
入初年度から開催しているイオ
ンモール岡山の未来スクエア。
新型コロナウイルス感染症の
影響で2020シーズンは中止、
2021シーズンは岡山でのゲーム
が行えませんでしたが、ついに
今年開催が決定しました。
早いゲーム展開、音響など５
人制とはまた違った魅力のある
３x３をぜひ会場でお楽しみください!
試合スケジュールやイベント情報などは決まり次第、公式
ホームページやＳＮＳでお知らせします!

■龍崎 東寅（りゅうざき とんいん）選手
全日本選手権５年連続ランク入
りの実力者龍崎東寅選手が20222023シーズンも契約更新。
運動量豊富にコートを大きく動
き回り、ラリー戦で得点を重ねて
いくプレーで、今シーズンはＴ
リーグでの勝利量産を狙います。
■田添 響（たぞえ ひびき）選手
昨シーズンはダブルスでの出場
機会が多く、森薗選手やハオ選手
と組み、チームの勝利に貢献した
田添響選手が2022-2023シーズン
もリベッツでプレーします。
長身を活かしたバックハンド攻
撃と持ち前の勝負強さを発揮し、
シングルスとダブルス両方でチームのキープレイヤーとして
戦います。
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ホームゲーム日程
開催日
７月24日㈰

試合時間
13:00～16:30

試合会場
イオンモール岡山

※新型コロナウイルス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。

魅力
活力と 区づくり
る
あふれ

4 区のニュースを月替わりでお伝えします

東区

まちづくりレポート

文学に触れながら ～上南の「かなだ」を歩こう～
問 上南公民館

東区の上南地区（開成、政田学区）には、夏目漱
石が、義姉小勝さんの結婚祝いを届けるために訪れ
た「金田」という地区があります。漱石没後100年
目の命日である平成28年12月９日に「第１回漱石
フォーラムin上南」を上南公民館で開催し、４回目
からは、漱石が歩いたであろう金田地区に残る旧醤
油蔵ホールに舞台を移して開催しており、今年10月
30日には６回目のフォーラムを予定しています。
文豪の足跡にち
なんだ漱石ロード
には、「岡山歴史
のまちしるべ」漱
石と義姉小勝の説
明看板二基と、漱
石が岡山から松山
の正岡子規宛てに
出した手紙にある
かなだ

「鳴くならば満月になけほととぎす」の句碑が建立
されています。
漱石ロードを巡るウオーキングやサイクリング大
会も回数を重ね、地域のイベントとして定着してき
ました。令和３年３月から旧醤油蔵ホールで２カ月
に１回開催される「漱石ロードプチマルシェ」も、
多くの人々が地域内外から集う場となりました。
近くには川柳界の与謝野晶子とたたえられた時実
新子生誕地や古民
家カフェ、いちご
園カフェもありま
す。若き日の漱石
を思い浮かべなが
ら歩いていただき、
お腹も満たしてい
ただくのも楽しい
かと…。

▲漱石フォーラムin上南

消費生活豆知識
もうけ話にご用心 !!
インターネットや知人を通してもうかる話を知り、
お金を支払ったが相手と連絡がつかなくなった事例
が多発しています。
《事例》
①マッチングサイトで知り合った男性から、インター
ネットで仮想通貨やＦＸ投資をすれば必ずもうかる
と強く勧められ承諾すると、担当者と名乗る人から
連絡があり50万円支払った。その後勧められた男性
と連絡がつかなくなった。
②大学の先輩からもうかる話のセミナーがあるので
一緒に行かないかと誘われ参加した。先輩の知り合
いと名乗る人から個別に投資を勧められ、資金は消
費者金融で借り入れた。何の知識もなく解約したい
が連絡がつかない。
《アドバイス》
必ずもうかるという、うまい話はありません。決
して信用しないでください。お金を支払った後、連
絡がつかなくなるケースが多くあります。支払う前
にご相談ください。
消費生活センター  086-803-1109
＜相談受付時間／９時～ 16 時 ( 土・日曜、祝日を除く )＞
消費生活相談は『消費者ホットライン 188（いやや !）
』
もご利用いただけます

☎086-948-3352

▲漱石ロードプチマルシェ

広報番組

ホームページでも動画をご覧になれます。

テレビ
●瀬戸内海放送（KSB）中村家の快適!おかやま生活
「おかやま協働のまちづくり賞」
７月３日㈰22時55分～、
（再）７月７日㈭15時37分～、７月９日㈯５時45分～
●テレビせとうち（TSC）みらいリンリンおかやま
「岡山デスティネーションキャンペーンについて」
７月16日㈯20時54分～、（再）７月17日㈰15時55分～、
７月18日㈷９時30分～、７月19日㈫25時～
● 山陽放送（RSK）桃太郎の岡山Cityかわら版!
「認知症ピアサポート活動」
７月17日㈰16時54分～、
７月18日㈷ライブ５時 いまドキッ!内、（再）７月20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 ＡＭ1494kHz
岡山くらしと市政 毎週金曜11時22分ごろ～
●レディオモモ 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～
岡山市長の大盛ラジオ 毎月第２木曜８時20分～
2022.7月号
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区民 の ページ

各区からのお知らせや
魅力・取り組みなどを紹介します。

※人口は住民基本台帳による数（令和４年５月31日現在）
人口：295,477人

面積：450.70㎢

■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)

温泉と
さくび
さくら
観光列車「ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽」の停まる駅 福渡へ！

北区

●区役所の位置

岡山デスティネーションキャンペ

◎おかだ美保水彩画とスケッチ展

ーンが７月から始まり、県北エリア

開催日：７月１日㈮～18日㈷

へ向け新たな観光列車「ＳＡＫＵ美

時 間：10時～21時

ＳＡＫＵ楽（さくびさくら）」が津

場 所：たけべ八幡温泉

山線を運行します。観光列車が停車

◎福ふく市（雨天中止）

する建部町では『たけべ福渡しプロ

開催日：７～９月の各第１・３日曜

ジェクト』を結成し、多くの人に建

時 間：10時～13時

部に来ていただけるように、地元の

場 所：ＪＲ福渡駅

人とも触れ合える楽しいイベントを

内 容：新鮮野菜やヨーグルト、コ

企画しています。
484

至津山

旭
川

津山線

建部支所
福渡郵便局
建部町産業観光
物産案内所

たけべ八幡温泉

53

人口：147,304人

中区

至岡山

停車します。かわいいピンクの列車
を見に来てください。

福渡駅停車時間は７～９月の毎週
金～日曜 11時38分～11時50分、15

時10分～15時19分、16時53分～17時
ーヒー、ケーキ屋さんのかき氷など、 ５分です。（福渡駅に約10分間停車
町自慢の商品が並びます。この時だ

福渡駅

観光列車はＪＲ福渡駅に10分程度

けのお店同士のコラボもお楽しみに。
(出店店舗は日によって替わります)
「福の町たけべ福渡」に福を探しに
ぜひお越しください。

面積：51.24㎢

する便のみ掲載）
●問い合わせ
たけべ福渡しプロジェクト
（建部町観光協会内）
086-722-4052

■中区役所 〒703-8544 中区浜三丁目7-15

百間川緑地テニスコートがリニューアル！
～狙え「サービスエース」～

●区役所の位置

中区には、水と緑の憩いの場とし

令和４年以降も順次、残りのテニ

て、市民に広く親しまれている百間

スコート４面をリニューアルしてい

百間川緑地

けしますが、どうぞ楽しみにお待ち

スポーツ施設が整備されています。

ください。

このたび、中区東川原の穝川原橋

詳細は市ＨＰをご確認いただくか、

付近のテニスコート８面のうち、４

または百間川緑地管理事務所にお問

面をリニューアルしました。全米オ

い合わせください。

東岡山駅

高島駅

川緑地があり、河川敷には、テニス、 く予定です。工事中はご迷惑をお掛
サッカー、野球、ラグビー場などの

219

250

穝川原橋
テニスコート
402

沢田橋

中区役所
操山

百間川緑地管理事務所
（里山センター）

ープンなど世界の大きなテニス大会
が開催されるハードコートと同様の
サーフェス（表面の材質）となって
います。
「岡山市施設予約システム」でテ
ニスコートの空き状況の確認、抽選
・予約申し込みができます。
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●問い合わせ
百間川緑地管理事務所
（操山公園里山
センター内）
086-273-2453

■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。

人口：93,148人

東区

市役所代表

086-803-1000

■東区役所 〒704-8555 東区西大寺南一丁目2-4

面積：160.53㎢

東区で活躍しているはしご車を
ご存知ですか？

令和３年５月から、東消防署では

し、ブームの長さを十分に活かして

を実施しています。ぜひ、東消防署

屈折はしご車を導入しています。屈

限りなく火元に近づいて消火、救助

にはしご車の見学にいらしてくださ

折はしご車は塔をΣ（シグマ）型に

活動を迅速かつ効果的に行うことが

い。

することにより、作業性が高く、ほ

できます。

ぼ垂直に上下するリンク機構と伸縮

さらに、リンクとブームを最大ま
で伸ばすことにより、約26メートル
の高さ（９階建ての建物に相当）ま
で先端のバスケットを配置できるた
め、高層建築物の消火や救助にも対
応できます。以前のはしご車では接

▲リンクとブームを伸ばしたはしご車

近が難しかった住宅密集地や高層建
ブームを併用しているため、塔を直

築物にも、接近が可能になりました。

線的に操作でき、目標への接近が大

はしご車への出動要請があった際
には、迅速に消火、救助活動が行え

変容易になりました。
また、建物やフェンスなどに接近

人口：167,374人

南区

るよう、東消防署では日頃から訓練

面積：127.48㎢

●問い合わせ
東消防署
086-942-9119

■南区役所 〒702-8544 南区浦安南町495-5

～藤田伝三郎翁の偉業～
藤田地域の礎となった石積みの樋門

●区役所の位置

南区の藤田地域は藤田伝三郎翁の

拓地の礎となった石積みの樋門は、

拓の歴史を学んでみてはいかがでし

尽力により干拓された岡山有数の穀

今も美しい姿のまま残っています。

ょうか。

倉地です。

このたび、藤田伝三郎翁の偉業を

穀倉地となるまでには児島湾の干

紹介する岡山歴史のまちしるべ「児

潟に堤防を築き、堤内の塩分を抜く

島湾干拓２・６区」の看板が妹尾川

ことや稲を育てる「水」の確保に大

三連樋モニュメント横に設置されま

変な苦労がありました。

した。まずはここから藤田地域の干

海水上に流れ込む川の淡水を使う

つきあげ

突上用水や貯水池の築造、また、上
流部の余水を引き込む水路工事など

▲岡山歴史のまちしるべ

により、長い年月をかけ稲作ができ
る土地に変えていきました。
この頃の土木工事は人の力で道具
を使い、土・木・石などの組み合わ
せにより行われています。中でも干

▲藤田の樋門

●問い合わせ
南区役所藤田地域センター
086-296-2221

2022.7月号
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CITY

INFORMATION

SQUARE

情報 の ひ ろば
 電話

申込方法の記号について

記号説明

日

日時
=
期

期日
=
時間
=

時

場

場所
=
内

内容
=
講

講師
=
対

対象
=
定

定員
=

窓口

FAX ファクス

 電子メール

往 往復はがき

HP ホームページ

講座・セミナー
地域活動リーダー養成講座

危険物取扱者保安講習会

問 申 ESD・市民協働推進センター

問 予防課

FAX 086-803-1872

 086-803-1062

 esd-smc@googlegroups.com

地域で活動している人の事例から、地域活動への
誘い方について考え、学ぶ講座です。
日 ７月30日㈯10時～15時 場 市勤労者福祉センター（北区春
日町） 対 市内在住の人 定 先着30人 申 住所、氏名、電話
番号を ・ FAX ・  ・ 〒 ・ＨＰ で７月22日までに

「在宅医療と人生会議のすすめ」講座
問 申 地域ケア総合推進センター
 086-242-3135 FAX 086-245-4711

住み慣れた地域で暮らし続けるために、在宅医療・介護、
ＡＣＰ「人生会議」などについて学んでみませんか。
場 同センター（北区北長瀬表町二丁目）
対 市内在住・在勤の人 定 先着30人（対面講座） 申 住所、
氏名、電話番号、参加希望日を ・ FAX ・ＨＰ で
●定期講座＝日 ①対面＝７月13日㈬10時～11時30分
②オンライン講座＝７月19日㈫19時～20時30分
申 ①７月11日までに②７月12日までに
●第２回在宅医療コラボ講座＝日 ７月21日㈭13時30
分～15時30分 内「脳の病気を早期発見・治療!脳
神経外科の最近の診断と治療」「在宅医療と人生会
議のすすめ」 申 ７月14日までに

甲種防火管理新規講習
問 日本防火・防災協会
 03-6263-9903

FAX 03-6274-6977

期８月25日㈭・26日㈮

場 岡山商工会議所（北区厚生町三丁

岡山市役所

持参品
=

持

申込
=

北区役所／中区役所
東区役所／南区役所

※上記代表電話から各区役所へおつなぎします。

その他
=

支 所

 086-234-9975、各消防署
危険物取扱者免状を持ち、危険物取扱作業に従事している
人は、原則３年ごとにこの講習を受けなければなりません。
新たに従事する人もこの講習を受ける義務がありますので、
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
期 10月18日㈫・24日㈪・31日㈪
場 岡山ふれあいセンター（中区桑野）
対 ▶午前の部＝給油取扱所と移動タンク貯蔵所の従事者
▶午後の部＝その他の施設（コンビナートは除く）
申 申込書（同課、各消防署で配布）を岡山県危険物安全協会
連合会（北区丸の内二丁目）へ 窓口・〒 で７月４日～８月26
日の間に

史跡彦崎貝塚歴史講座講演会（第３回）
問 申 埋蔵文化財センター

地域センター
足守地域センター

 086-295-1111

一宮地域センター

 086-284-0501

吉備地域センター

 086-293-1111

高松地域センター

 086-287-3731

 086-270-5066

日 ７月23日㈯13時30分～15時30分
場 灘崎公民館（南区片岡）
内 彦崎貝塚の発掘100年

定 先着25人（要事前申し込み）

申 同センターへ  で７月11日以降に

史跡彦崎貝塚歴史講座 親子体験学習（第２回・第３回）
問 埋蔵文化財センター

 086-270-5066

内 幻の魚トウカイハマギギの骨を探そう!夏休みスペシャル

第２回＝日 ７月30日㈯①10時～12時②13時30分～15時30分
場 灘崎公民館（南区片岡）
定 先着各10組20人（要事前申し込み）
申 同公民館（  086-362-0408）へ  で７月９日以降に
第３回＝日 ８月６日㈯①10時～12時②13時30分～15時30分
場 灘崎歴史文化資料館（南区片岡）
定 先着各５組10人（要事前申し込み）
申 埋蔵文化財センターへ  で７月25日以降に

■代表電話… 086-803-1000

区役所

他

18

郵送･はがき

※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｡

目） 申 ＨＰ の入力フォームまたは申込書（同協会ＨＰで入手
可。市内消防署で配布）を FAX で７月13日～20日の間に

申

〒

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）

費用など
=

費

窓口

■所在地…〒700-8544

 086-282-1131 岡山市の人口（県毎月流動人口調査）
区 分
人 数
前月比
福浜地域センター  086-265-4181
総人口
719,392
人
572
藤田地域センター  086-296-2221
男 性
308
345,855 人
女 性
264
373,537 人
福田地域センター

福祉事務所

 086-803-1209

津高地域センター

 086-294-2411

北区中央福祉事務所

富山地域センター

 086-277-7211

北区北福祉事務所

 086-251-6530

御津支所

 086-724-1111

上道地域センター

 086-297-4211

中区福祉事務所

 086-901-1231

建部支所

 086-722-1111

興除地域センター

 086-298-3131

東区福祉事務所

 086-944-1822

瀬戸支所

 086-952-1111

児島地域センター

 086-267-2231

南区西福祉事務所

 086-281-9620

灘崎支所

 086-363-5201

 086-282-3121

南区南福祉事務所

 086-230-0321

市民のひろば おかやま

妹尾地域センター

北区大供一丁目1-1

( 令和４年５月１日現在）

岡山市内交通事故状況（概数）
区 分
人身事故
死者数
負傷者数

件 数
734 件
13 人
801 人

対 前 年
同時期比

-63
7
-67

( 令和４年６月１日現在）

▲
▲
▲

講座・セミナーの続き

認知症サポーター養成講座
問 高齢者福祉課

 086-803-1230

正しく認知症のことを学ぶための講座です。
日／場 ①７月12日㈫14時～15時30分／おかやま西川
原プラザ（中区西川原）②８月12日㈮14時～15時30分／岡山
ふれあいセンター（中区桑野）※②はオンライン受講可
申 ①②の会場受講は市ふれあい公社（  086-274-5136
 sapokuma@mx.okayama-fureai.or.jp）へ前日までに②
のオンライン受講は電子申請で７月31日までに（市ＨＰ参照）

緑化推進リーダー養成講座
 086-262-9588

FAX 086-262-9589

回次
講座名
1 初回ミーティング

日程
９／７㈬

場所
浦安総合公園西地区

９／27㈫

浦安総合公園西地区

学ぼう植物の知識

10／12㈬

半田山植物園

4

花壇デザイン

10／18㈫

浦安総合公園西地区

5

用土と肥料の基礎

10／24㈪

半田山植物園

6

里山の自然

11／10㈭

操山公園里山センター

7

花壇づくり

11／16㈬

浦安総合公園西地区

8

コンテナ寄せ植え

11／24㈭ 西大寺緑花公園百花プラザ

9

球根・宿根草

12／７㈬ 西大寺緑花公園百花プラザ
12／14㈬

操山公園里山センター

問 申 障害福祉課

障害者に対する理解と認識を深めることを目的として、障
害者の福祉を題材にしたポスター・作文・標語・写真を募集
します。詳細はお問い合わせください。
部門
ポスター
①小学生 ②中学生
③高校生・一般
作文
①小学生 ②中学生
③高校生・一般

標語

日 ７月８日㈮10時～12時

応募方法

応募要項など
四つ切りの画用紙で作
品は縦長、横長どちら
でも可

作品に、作品タ
イトル、住所、
氏名（ふりがな）、400字詰原稿用紙を使
用し、２～６枚
電話番号・

学校名（学年）
を記入したものを
１人２点以内。字数は
同封し
20字以内。用紙は自由
９月５日までに
（官製ハガキ可）

写真

１人２点以内。四つ切
り又はワイド四つ切り

 086-241-3701

場 ピュアリティまきび（北区下石井二丁目）

内 講演「みることから、減災へ」～保育園での防災や危機管

広報紙「市民のひろばおかやま」広告
問 申 広報広聴課

 086-803-1024
当広報紙に掲載する広告（11月号～令和５年４月
号分）を募集します。詳細はＨＰでご確認ください。
申込期間 ７月15日～８月４日

健康

理について共有しましょう～ほか
対 保育士資格を有する人
定 15人 他 託児あり（８人程度まで。要申し込み）
（広告）

応募資格

施設ガイド

 086-803-1229

問 申 ハローワーク岡山

FAX 086-803-1755

 shougaifukushi@city.okayama.lg.jp

第１回保育士応援セミナー参加者募集
問 申 保育士・保育所支援センター

 086-803-1236

相談

10 道具について

「障害者週間」作品コンテスト

情報のひろば

種まきと移植

3

 086-226-7904 〒703-8293 中区小橋町一丁
目１-25 岡山県庁小橋町庁舎１階
ランナーを励まし、楽しませるメッセージとして、「おか
やまマラソン川柳」を募集します。応募作品の中から入選作
品を選び、マラソンコース沿道に掲示し、ランナーを勇気づ
けるとともに大会を盛り上げます。
◆部門一般（小学生以上）
期間７月８日㈮～９月７日㈬
応募内容 ①マラソンにちなんだ内容（ランナーを応援するも
の、ランナーの心情を詠んだものなど）の川柳②１人２句ま
で応募可③自作で未発表の作品に限る
申 作品と住所、氏名、年齢、性別、電話番号、雅号（希望す
る場合のみ）、学校名・学年（学生のみ）を ＨＰ の入力フォー
ム・〒 で 発表 10月初旬頃予定（ＨＰで発表、入選者に通知）

市内在住・在学・在勤の人

2

問 申 おかやまマラソン実行委員会事務局

スポーツほか

〒702-8025 南区浦安西町148-1
地域での緑化活動の中心的な役割を担う人材を育
成します。
期／場 下表のとおり
内 花壇づくり・草花の管理・土づくり他全10回※８講座以上
の受講でリーダーに認定
対 ①満18歳以上②市内在住・在勤③原則全日程参加できる人
④市内で緑化活動を行いたい人 定 15人（定員を超える場合
は抽選） 申 申込書（協会施設で配布またはＨＰで入手可）
を 〒・FAX で８月３日までに

おかやまマラソン川柳

注目

問 申 市公園協会

募集

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。岡山市が推奨等をするものではありません。
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▲
▲
▲

募集の続き

第７回おかやま協働のまちづくり賞
問 申 市民協働企画総務課市民活動支援室


086-803-1061

FAX 086-803-1872

 kyoudou@city.okayama.lg.jp

日

日時
=
期

期日
=
時間
=

時

場

場所
=
内

内容
=
講

講師
=
対

対象
=
定

定員
=
費用など
=

費

持参品
=

持

「岡山市協働のまちづくり条例」に基づき、多様な主体の
協働による、優れた地域の社会課題解決の取り組みを表彰し、
応援します。
テーマ 伝統・文化で育む、コミュニティと郷土愛～コロナ禍
でも取り組みを止めない～
表彰式など 11月に開催する「市民協働フォーラム」で大賞・
入賞取組を表彰します。大賞＝賞金10万円、入賞＝賞金５万
円、副賞として取り組みの動画を作成します。
対 住民自治組織、ＮＰＯ、企業、学校、行政など多様な主体
が協働で行う、テーマに沿った地域の社会課題解決に関する
もの※対象要件、審査基準などの詳細は募集要項をご確認く
ださい。
申 所定の用紙に必要書類を添えて、 ・〒 ・ 窓口 で７月29日
までに

おかやま市場のインフルエンサー
問 申 岡山市中央卸売市場等運営協議会
 086-265-8001

各種ＳＮＳを通じて、岡山市場を通る商材、市場
情報、イベントなどをＰＲする人を募集します。
募集人員 ３人程度 応募資格 市内在住・通勤・通学している
人で、任期中に曜日を問わず、市場について積極的にＳＮＳ
を使い情報発信ができる人
任期 ９月１日～３月末 特典 月に１回5,000円相当の商材
申 募集要項（ＨＰから入手可）をご確認の上、 で７月１日
～31日の間に

あっ晴れ!もも太郎体操サポーター養成講座
問 申 市ふれあい介護予防センター

 086-274-5211
体操の見守りやイベント、フレイルチェックの測定のお手
伝いなどを行うサポーターを募集します。この講座では、サ
ポーターになるために必要な介護予防の知識や注意点、効果
などを学べます。
日 ①９月５日、12日、26日、10月３日の各月曜10時～12時②
９月８日、15日、22日、29日の各木曜10時～12時 ③９月30日、
10月７日、14日、21日の各金曜13時～15時
場 ①御南西公民館②操山公民館③岡南公民館
対 市内在住の人 定 各回20人
申 住所、氏名、電話番号を  で①・②は７月31日まで③は８
月31日まで

（広告）

申込
=

申

その他
=

他

20

 okaunkyou@gmail.com

市民のひろば おかやま

環境学習エコツアー
問 申 環境保全課

 086-803-1282

FAX 086-803-1887

 kankyouhozen@city.okayama.lg.jp

地球温暖化防止や環境負荷の低減に取り組む企業を見学す
る「環境学習エコツアー」の参加者を募集します。
日８月19日㈮12時50分～16時 ※雨天決行
内 食品廃棄物を原料としたバイオガス発電の見学、廃食用油
からバイオディーゼル燃料を製造する工程の見学
見学先 バイオディーゼル岡山（南区築港栄町、南区海岸通）
対 市内在住の小学生と保護者（子どものみの参加不可）
定 20人（応募多数の場合は抽選）
申 申込書（ＨＰから入手可）を 〒・ FAX ・ で７月29日までに

文化・スポーツ・国際交流
岡山芸術創造劇場 ハレノワ プレ事業

１YEAR to GO 開館１年前カウントダウン企画
問 岡山文化芸術創造  086-225-0154
FAX 086-225-0156
いどばたシンポジウム2022
「演劇で、ダンスで、まちを楽しむ」
「演劇やダンスをとおしてまちを楽しむ」ことについ
て、岡山・全国で活躍するアーティストなどとともに議
論します。パネリスト：有門正太郎（俳優・演出家・劇
作家）、角ひろみ（劇作家・演出家）ほか
日８月27日㈯13時30分～16時30分（予定）
場 西川アイプラザ（北区幸町）
定 80人（申込多数の場合は抽選）
申 氏名、電話番号、メールアドレスを FAX・ＨＰ で８月22日
までに
他 オンライン同時配信あり（要事前申し込み）。詳細は
ＨＰをご確認ください。
「劇場へ行こう!」
公募による市民ダンサーと振付家・北村成美さんが、
岡山駅から劇場までの各所でダンスパフォーマンスを行
います。劇場とダンスの魅力が体感できる１日。さあ、
みんなで「劇場へ行こう!」詳細はＨＰをご確認くださ
い。
日９月４日㈰10時～16時（予定）
場 表町商店街などの市内中心部

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。岡山市が推奨等をするものではありません。

（広告）

▲
▲
▲

文化・スポーツ・国際交流の続き

第60回（令和４年度）岡山市芸術祭
第54回岡山市民文芸祭「市民の文芸」
作品募集
問 申 岡山文化芸術創造
 art_fes@ocac.jp

 086-225-0154

門

一

現代詩

作品規定
１人２編以内
１編につき400字詰め
原稿用紙２枚以内
※句読点、改行を含む

筆

短

歌

１人２首以内（新・旧かなづ
かいのいずれかを明記）

俳

句

川

柳

短

１人２句以内

俳

句

１人２句以内

川

柳

１人２句以内 題「明日」
「えんぴつ」または自由

詩

あした

作品は縦書きとし、原稿用
紙右側余白に部門と題名を
記入し、本文は１行目から
記入。応募部門と題名、郵
便番号、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号、
学校名、学年を記入した表
紙を添付。

（広告）

問 建築指導課空家対策推進室

 086-803-1410

今後、台風の時期になると強風や大雨により屋根瓦が落
下・飛散したり、老朽化していた建物や樹木が腐朽・倒壊す
ることで、通行者に怪我をさせたり、隣家に被害を与える危
険性が高くなります。
もし事故が起こり第三者へ被害を与えた場合は、所有者
が責任を問われることになりますので、適正管理に努める
ようお願いします。
※空き家の管理方法または除却・利活用の助成制度のご相談
について、ワンストップで対応する窓口を設置していますの
で、お問い合わせください。

公共下水道供用開始区域の拡大
問 下水道営業課

 086-803-1489

下表の区域について、７月29日㈮から公共下水道の供用を
開始する予定です。なお、この区域の家屋は下水道への接続
義務が生じるため、下水道への接続を早期にお願いします。
該当家屋には個別でご案内します。
北区

一宮、辛川市場、北方三丁目、久米、建部町品田、撫川、庭瀬、
半田町、法界院、横井上の各一部地域

中区

今在家、江並、国府市場、穝東町一丁目、四御神、高島新屋敷、
土田、中井、中島、原尾島一丁目、海吉の各一部区域

東区 西大寺浜、東平島、南古都の各一部区域
南区 大福、北七区の各一部区域

●供用開始区域の縦覧
期間 ７月15日㈮～28日㈭ （土・日曜・祝日を除く）
場 同課

※上記では既接続済家屋のみの地区は、町名を省略していま
すが、縦覧の際、供用開始区域図では表記しています。

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。岡山市が推奨等をするものではありません。

健康

※各部門とも未発表で自作の創作作品に限ります。応募作品は返却しま
せん。
※前回（第53回）の一般の部の岡山市長賞受賞者は、今回同一部門への
応募はできません。
※市外の人は市内勤務先か学校名を、ペンネームなどを使用の人は本名
を必ず記入してください。
※電子メールでの応募もできます（応募用紙はＨＰから入手可）

台風シーズン前に空き家の適正管理を!
空き家を放置していませんか？

施設ガイド

１人１編
400字詰め原稿用紙２枚以内
※句読点、改行を含む
タイトル「くだもの」「かぞ
く」「いきもの」または自由

（インスタグラム）

相談

ジュニア（小・中学生）

歌

１人２首以内

はがき表面に郵便番号、住
所、氏名（ふりがな）、年
齢、電話番号を記入。
裏面には応募部門と作品を
縦書きで記入。
※ジュニアの部は学校名、
学年も記入
※裏面に絵のあるものなど
は不可

 086-803-1284
「春もいいかも岡山市」をテーマに３～５月に募
（課ＨＰ）
集した結果、753点もの応募をいただきました。ど
の作品からも、自然や生き物のさまざまな魅力を感
じることができました。厳正なる審査の結果、入賞
５作品が決定しましたのでＨＰなどでご覧ください。

情報のひろば

般（高校生以上）

随

１人１編
400字詰め原稿用紙３枚以内
※句読点、改行を含む

作品は縦書きとし、原稿用
紙右側余白に応募部門（現
代詩・随筆のいずれかを明
記）と題名を記入し、本文
は１行目から記入。作品１
編ごとに、応募部門、題名、
郵便番号・住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号
を記入した表紙を添付。

問 申 環境保全課

スポーツほか

部

「いいかも!おかやまの自然Instagramフ
ォトコンテスト３」入賞作品決定!

注目

〒700-0823 北区丸の内二丁目1-1 岡山市民会館４階会議室
小学生から大人まで市民の皆さんから広く作品を募集し、
創作活動を奨励するものです。
対 市内在住・在学・在勤の人
表彰①一般の部＝部門ごとに市長賞１点、教育長賞４点、入
選５点 ②ジュニアの部＝部門ごとに市長賞１点、教育長賞
２点、入選若干数
申 募集要項（文化振興課、同財団、区役所などで配布。ＨＰ
からも入手可）を確認の上、 窓口・ 〒 ・ で「一般の部」は
８月12日、「ジュニアの部」は９月５日までに

くらし・環境

（広告）
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