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　岡山城・岡山後楽園周辺エリアのさまざまな歴史文化施設を会

場に、最先端の現代アートが登場！ ３年に一度の国際現代美術展

が開催されます。街歩きを楽しみながら、新たな視点や気付きを

発見してみませんか？（２、10ページに関連記事）
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Ryoji Ikeda,data.flux [LED version]audiovisual installa�on  |  2021
©ALTERNATIVE KYOTO 2021 Imagina�on as a Form of "Capital"

巨大なＬＥＤスクリーンを使用した池田亮司さんの作品

岡山芸術交流２０２２
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Rirkrit Tiravanija, Un�tled 2017 (Oil 
Drum Stage) / Tommy Simoens, 
Antwerp / Jonas Lampens

©Apichatpong Weerasethakul, 
Fireworks(Archives)(2014)

Haegue Yang
Red Broken Mountainous Labyrinth
2008
Aluminum vene�an blinds, powder-
coated aluminum hanging structure,
steel wire rope, moving spotlights, 
DMX controller, spotlights
Dimensions variable
Courtesy of the ar�st and Greene 
Na�ali, New York
Installa�on of In the Cone of
Uncertainty, The Bass Museum of Art, 
Miami Beach, USA, 2019
Photo: Zachary Balber

©Precious Okoyomon
installa�on view of To See The
Earth
Before the End of the World,
2022, at the 59th Interna�onal
Art Exhibi�on – La Biennale di
Venezia, “The Milk of Dreams,”
2022. Photo by Roberto Marossi.
Courtesy of La Biennale di
Venezia.

ーパブリックプログラムー

◆ 子どもナビと楽しむアートツアー ◆ アーティストインタビュー

岡山芸術交流を楽しんでもらうための企画をご用意!

ー最先端現代アートー

世界で活躍するアーティストが岡山に集結!

岡山芸術交流2022を舞台に、子どもたちが独自の

視点で作品をナビゲートするアートツアーを実施

します。子どもたちは２日間のワークショップを

通して練習し、本番に挑みます。

参加アーティストたちの思いや岡

山の印象など、ここでしか聞けな

い話を聞くことができます。

◆ ジャーナルプロジェクト

場 所　表町商店街 特別展示壁

期 間　10月下旬～11月27日

学生グループが岡山芸術交流2022を題材とした壁

新聞を作成し、表町商店街に掲示します。学生独

自の視点で作る新聞は必見です。

◆ 現代アートを
　 分かりやすく紹介

岡山芸術交流や現代アートの

魅力を動画で分かりやすく紹

介!小学生用動画ですが、大

人も楽しめる内容です。

アピチャッポン ・ ウィーラセタクン

※ 画像は、実際の展示作品とは異なります

プレシャス ・ オコヨモン

リクリット ・ ティラヴァーニャ

リクリット ・ ティラヴァーニャ
Rirkrit Tiravanija
photo by Pauline Assathinay

梁慧圭 （ヤン ・ ヘギュ）

「岡山芸術交流」は、岡山城や岡山後楽園周辺の歴史文

化施設を会場に、３年ごとに開催される国際現代美術展

です。今回は、アーティスティックディレクターとし

て、リクリット・ティラヴァーニャを迎え、世界からも

注目を集める最先端の現代アート作品を展示します。徒

歩で回ることが可能な会場配置のため、街歩きをしなが

ら作品の数々をお楽しみください。

障がい者、介助者１人は無料

学生＝大学生、専門学生

単館＝１会場のみ鑑賞可

９月２９日まで

　お得な前売引換券発売中!
◆ 料金

前売1,000円／当日一般1,800円

一般（県民）1,500円／学生

1,000円／高校生以下無料／65歳

以上・団体1,300円／単館500円



問岡山芸術交流実行委員会事務局

　086-221-0033

ＡＲＴ
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◆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、観覧の際はマスク着用、手指消毒、ソーシャルディスタンスの保

　持などのご協力をお願いします。

◆新型コロナウイルスの感染状況によっては中止する場合があります。最新の情報についてはＨＰなどでご確

　認ください。

◆各イベント・コンサート会場へは公共交通機関をご利用ください。

注

　意

10月14日㈮／19時～

無料

出 演

無料

室内楽オペラコンサート

９月23日㈷／13時～ オープニングコンサート

ヴェルディ／椿姫 ハイライト

― それが、真実の愛だったのか… ―

世界中で最も人気のあるオペラの一つと言わ

れる「椿姫」。その物語を岡フィル弦楽アン

サンブルと岡山ゆかりの歌手たちによる絶妙

なアンサンブルでお楽しみください。

公募により選出された音楽愛好家たちが

ステージに立つコンサートです。

場 所　ルネスホール

費 用　2,000円　

10月22日㈯／18時～

大迫力のオーケストラサウンドで聴く

～音楽大好き市民が奏でる～

ウェルカムコンサート

― ドラゴンクエストの世界 ―
「ドラゴンクエスト」のテーマ曲中でも特に

人気の高い「ドラゴンクエストⅢ そして伝説

へ…」の各テーマ曲が、岡山フィルハーモ

ニック管弦楽団の演奏と、数多くのオーケス

トラと共演を果たしている佐々木新平さんの

指揮によって美しく彩られます。

場 所　岡山シンフォニーホール

費 用　3,000円

場 所　イオンモール岡山 未来スクエア

<指揮>

　佐々木

　　新平

【チャレンジ部門】

　 ９月24日㈯12時～（予定）

　 岡山駅エキチカひろば

【ライブ・スター部門】

　 ９月25日㈰11時～（予定）

   岡山駅東口駅前広場（雨天時は、エキチカひろば）

～支えあう　響きあう　一つになる～

岡山発信の多様なジャンルの音楽で、明日への活力を届ける

秋の音楽イベント「おかやま国際音楽祭」が開催します!

音楽が街にあふれる１カ月の開幕として、岡山市出身の人気タレント・浅越ゴエさんを

総合司会に迎え、ジャンルを超えた音楽とパフォーマンスを披露します!

プレ期間

　９月１日㈭～９月22日㈭

メイン期間

　９月23日㈷～10月23日㈰

問おかやま国際音楽祭実行委員会事務局　　 086-224-1950

問文化振興課　　　　　　              　 086-803-1054

岡フィルブラスアンサンブル

山路みほ＆岡山フィルハーモニック管弦楽団弦楽四重奏

The Hopesいいむろなおきマイム
カンパニー＆DIF 岡山

<総合司会 >
浅越ゴエ

ＭＵＳＩＣ







4 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

新型コロナウイルスに関するお知らせ
令和４年８月12日時点の情報です

保健所からの連絡方法が変わりました

問保健管理課　　086-803-1307ワクチン接種について
■ ４回目接種について

■ １～３回目接種について■ 集団接種会場（３・４回目接種のみ）

● 陽性と診断された人には、原則、ＳＭＳ などでご連絡します。
● 保健所が入院などの医療調整が必要な人や、高齢者施設関係者等調査が必要と判断した人には、
　 保健所から電話でご連絡します。
● 自宅療養の人で、不安や問い合わせがある場合は、受診相談センターまで連絡をお願いします。
　 岡山市新型コロナウイルス受診相談センター　☎086-803-1360（平日９時～21時　土・日曜、祝日９時～17時）

４回目接種対象者が追加されました。
４回目接種
対象者

３回目接種から５カ月が経過した、
下記のいずれかに当てはまる人

１～3回目接種がまだお済みでない人も、引き続き接種
可能です。８月18日㈭～27日㈯

９月２日㈮～11日㈰

９月18日㈰・19日㈷

９月21日㈬～25日㈰

岡山高島屋 ８階 催会場

天満屋岡山本店 ６階 葦川会館

岡山シティミュージアム４階
企画展示室

※全日程13時～18時
※上記以降については、後日お知らせします

■ ワクチン接種の最新情報
予約方法や接種場所などの
最新情報についてはこちら

■ 岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター

（Ａ）　60歳以上の人
（Ｂ）　18歳～59歳で基礎疾患をお持ちの人、その他
　　　　重症化リスクが高いと医師が認める人
（Ｃ）　18歳～59歳で医療従事者等および高齢者施設等
　　　　の従事者など

３回目接種から５カ月経過した18歳以上の人全員に４回目の接種券を発送しています。
現時点では、対象ではない人も届いた接種券は捨てずに、大切に保管してください。

各種支援・相談窓口

市民の皆さんへ
各種支援・相談情報はこちら　▶

事業者の皆さんへ
各種支援・相談情報はこちら　▶

NPO法人向け
支援情報はこちら　　　　　　▶

各種支援・相談窓口

市民の皆さんへ
各種支援・相談情報はこちら　▶

市民の皆さんへ
各種手続き関係はこちら　　　▶

事業者の皆さんへ
各種支援・相談情報はこちら　▶

その他ご相談
差別、偏見、いじめや家庭・
職場内暴力、不審な電話など
でお悩みの人

採用情報
（会計年度任用職員）

NPO法人向け
支援情報はこちら　　　　　　▶

４回目接種券　発送スケジュール

３回目接種時期

令和４年３月16日～31日
令和４年４月１日～６日
令和４年４月７日～13日
令和４年４月14日～20日
令和４年４月21日～27日

※上記以降については、後日お知らせします

発送時期

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

令和４年８月31日
令和４年９月６日
令和４年９月13日
令和４年９月20日
令和４年９月27日

岡山市　新型コロナウイルス関連情報 検索

８時30分～17時30分 （日曜、祝日除く）
0120-780-910 / 　086-803-1775 FAX

⇒

今後も、４回目接種対象者の範囲が拡大する可能性があります

期間 会場
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９月10日は 下水道の日

下水道について
もう一度考える日

　「下水道の日」は、下水道を全国的にアピールす

るため、昭和36年から始まりました。立春から数

えて220日目となる9月10日頃は、大きな台風が

よく来る日とされています。大雨に備えることは

下水道の大きな役割であるため、この日が「下水

道の日」とされました。

下水道に、何でも流していいわけではありません!
　下水道は、私たちの快適な生活環境を守る大切な役割を担っています。下に例示したものを流してしまうと、

公共下水道はもちろん、宅地内の排水管にも大きなダメージを与えてしまいますので絶対にやめましょう。

タオルなどの布類
水に溶けないティッシュ
紙おむつ　など

水に溶けないものを流してしまうと
宅地内の排水管が詰まりやすくなり
ます。下水が流れなくなると、マン
ホールや宅地内の汚水ますから汚
水があふれる恐れがあります。

危険物（ガソリンや
シンナーなど）
農薬　など

下水管内で爆発を起こしたり、汚水
をきれいにするための微生物を死
滅させたりするなど、汚水処理に悪
影響を及ぼします。

生ごみや食用油
髪の毛　など

油が冷えて固まると他のごみとくっ
ついて大きな塊となり、下水管の詰
まりや悪臭の原因になります。燃え
るごみ、または家庭ごみの資源物拠
点回収をご利用ください。

お知らせ

下水道への接続で
　　補助金を申請できます!

コスモス畑の見学

2022.9.12～2023.2.28

下水道マンホールスタンプラリー

◆ 補助金額

◆ 申請方法

　市の観光地を回りながらデザインマンホール

のスタンプを集めていただくイベントです。応

募者の中から抽選でオリジナルグッズが当たり

ます。詳細はＨＰをご確認ください。

　下水道の供用開始から３年度以内にくみ取りや浄化槽

を廃止して下水道に接続すると、補助金を申請すること

ができます。詳細はＨＰまたは問い合わせください。

　岡東浄化センター（東区升田）敷地内には、約3,000㎡

のコスモス畑があり、毎年９月下旬から10月上旬には約

３万本ものコスモスが咲き乱れます。見頃の時期には一

般開放をしています。開放日などの詳細は、ＨＰまたは

問い合わせください。　 くみ取り便所改造工事　便槽一槽につき５万円

　 浄化槽廃止工事　　　　浄化槽一槽につき２万円

　 申請書類を同課、または瀬戸・北部下水道事務所

　 へ提出してください。

下水道河川局
インスタグラムを始めました!

下水道に関する情報を

どんどん投稿していきます。

　　フォローはこちらから

問下水道営業課　　086-803-1489
問下水道施設管理課（東部）

　086-948-4540

問マンホールスタンプラリー事務局

　086-803-1489・1502

 





区民区民区民ののの

人口：147,302人　面積：51.24㎢

中区
■中区役所 〒703-8544 中区浜三丁目7-15

ページページページ
人口：295,662人　面積：450.70㎢

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)

健康チェックしてみませんか
～中区在住で65歳以上の人対象～

主役を引き立てる名脇役「ブプレウラム」

●問い合わせ
　中区役所総務・地域振興課
　086-901-1602

●問い合わせ
　ＪＡ岡山高松営農センター
　086-905-0710
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※人口は住民基本台帳による数（令和４年７月31日現在）

●区役所の位置

●区役所の位置

▲脚の筋力測定の様子

　足守地区では、昭和初期にメロン
栽培が本格化しました。主流のアー
ルスメロンは、県内生産量の大半を
占めています。一方、昭和35年には
小ギクの栽培が始まり、農協に花き
部会が結成されました。
　産地化されたメロンの栽培施設を
有効利用しようと、平成８年からは
メロンを作らない11月から翌年５月
までの期間に、冬作として、ブプレ
ウラムの栽培を始めました。
　ブプレウラムは、ヨーロッパ原産
のセリ科の一年草で、フラワーアレ
ンジでは緑の添え花として、主役を
引き立てる名脇役となっています。

　足守のブプレウラムは、茎が細く
しなやかで、やさしい草姿が評価さ
れ、東京・大田市場では、年間出荷
量の約２割を足守産が占めています。
　主に葉ものとして利用されますが、
分枝した先には、黄緑色の苞に囲ま
れた黄色の小花がさりげなくたくさ
ん付いています。
　花を楽しむというよりも、ブーケ
やフラワーアレンジメントの素材と
して利用され、また、切り花にして
小まめに水を変えると、最長４カ月
ほど持つそうです。
　ちなみに花言葉は“初めてのキス”
です。ロマンを感じますね。

　中区では、区独自の企画として、
山陽学園大学看護学部の先生や学生
と協働し、高齢者の健康チェックを
しています。
　「脚の筋力」「認知機能」「体内
水分量」「血管年齢」「骨密度」
「肌年齢」などを測定し、測定結果
を後日学生が丁寧に説明します。

　普段は測定することのない内容で、
毎年大変好評です。ご夫婦やお友達
など、お誘いあわせの上、ご参加く
ださい。
　また測定だけではなく、測定結果
の説明を受けることで、今後の食生
活や生活改善へのヒントが得られる
かもしれませんよ。そのためにも各

測定日と結果説明日（13時～15時）
の両日にぜひご参加ください。

◆測定時間

（どちらかご参加ください）
①午前の部　10時30分～12時30分
②午後の部　13時30分～15時30分
◆定員　各回10人程度
　（定員を超える場合は抽選）
◆詳細・申込方法

　ＨＰ・チラシなどで
　ご確認ください。

各区からのお知らせや
魅力・取り組みなどを紹介します。

場所 測定日・結果説明日

操山公民館
高島公民館
東公民館
富山公民館
旭東コミュニティハウス
岡山ふれあいセンター

10月18日㈫・21日㈮
11月９日㈬・11日㈮
12月13日㈫・16日㈮

１月25日㈬・27日㈮
２月28日㈫・３月３日㈮
３月７日㈫・10日㈮

令
和
５
年

ほう



人口：93,023人　面積：160.53㎢

東区
■東区役所 〒704-8555 東区西大寺南一丁目2-4

人口：167,313人　面積：127.48㎢

南区
■南区役所〒702-8544 南区浦安南町495-5

■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
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●区役所の位置

西大寺緑花公園で
秋をひと足先に感じてみませんか

南区Instagramフォトコンテストを開催します！
＜＃南区ええとこ＞

●問い合わせ
　西大寺緑花公園・百花プラザ
　086-944-8716

●問い合わせ
　南区役所総務・地域振興課
　086-902-3500

　西大寺緑花公園は東区役所の南側
に位置し、整備された遊歩道を歩き
ながら四季折々の植物を楽しめる公
園です。
　９月に入ってもまだ暑い日は続き
ますが、公園では、春にきれいな花
を咲かせたコブシやハナミズキに実
ができる他、ユリオプスデージーや
サルビア・レウカンサなど秋を感じ
させる草花が咲き始めます。

　毎月発行している園内散策マップ
「園内ルンルン散歩」や、年間の花
暦を載せている「西大寺緑花公園花
めぐりマップ」を片手に公園を散策
してみてはいかがでしょうか。いず
れも、体験学習施設百花プラザ内で
配布しています。
　また季節に合わせた講習会を開催
しています。公園内の見頃の植物を
職員が紹介して歩く講習会「公園の
植物みてあるき」。今年度は11月と
２月に開催予定です。その他寄せ植
え教室やリース作りなどがあります。
　皆さんのお越しを公園の植物たち
と一緒にお待ちしています。

　南区では、区の知られざる地域資
源を掘り起こし、新たな魅力（南区
のええとこ）の創出につなげるため、
インスタグラムでフォトコンテスト
を開催します!
　募集する作品のテーマは、「南区
の魅力が伝わり、南区に行ってみた
くなる写真」です。例えば、南区の
美しい自然の風景、人工物や伝統的
なお祭り、作業風景、食べ物など、

ええとこ」と撮影場所を記載して投
稿してください。期間は９月１日～
11月30日。詳細は、ＨＰをご確認く
ださい。

被写体は南区に関するものであれば
なんでもOK。優秀な作品には賞品
としてクオカードをプレゼント!最
優秀賞（１人）には３万円分、優秀
作品（５人）には１万円分、佳作
（10人）には５千円分をご用意して
います。
　なお、過去に南区で撮影した写真
でも応募可能です。他の区にお住ま
いの人でも応募できます。「＃南区

▲ユリオプスデージー

▲サルビア・レウカンサ

▲コブシ ▲ハナミズキ

はな

ごよみ

▼

▼

▼

１
STEP

２
STEP

３
STEP

４
STEP

Instagramをインストール

南区内でお気に入りを撮影

公式アカウントをフォロー
＠okayama.city.minami.ward

ハッシュタグ投稿
ハッシュタグ「＃南区ええとこ」と
撮影場所を記載して投稿

※  おわびと訂正  本紙８月号11ページ「南区　興除新田開発200年記念事業について紹介します」の記事に誤りがありました。おわびして訂正します。訂正箇所は次のとおりです。
◆（誤）令和５年11月26日　（正）令和５年11月19日

●区役所の位置



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
　「おかやま国際音楽祭2022」
　９月11日㈰22時55分～、
　（再）９月15日㈭15時37分～、９月17日㈯５時45分～
●テレビせとうち（TSC）みらいリンリンおかやま
　「岡山芸術交流2022」
　９月17日㈯20時54分～、（再）９月18日㈰15時55分～、
　９月19日㈷９時30分～、９月20日㈫25時～
● 山陽放送（RSK）桃太郎の岡山Cityかわら版!
　「ひとり親家庭相談支援」
　９月17日㈯18時50分～、
　９月19日㈷ライブ５時 いまドキッ!内、（再）９月21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～

～カヌーのメッカ　建部地区～
問建部町 B＆G 海洋センター　☎086-722-1661

テレビ

広 報 番 組

4 区のニュースを月替わりでお伝えします

活力と魅力

あふれる区づくり まちづくりレポートまちづくりレポート北区

　５月14日から15日にかけて、
旭川特設カヌー競技場（北区
建部町福渡）で「2022カヌー
スラロームジャパンカップ第
２戦」や「2022カヌーワイル
ドウォータージャパンカップ
第２戦」などの全国大会が開
催されました。新型コロナの影響で２年ぶりに開催さ
れた大会には、全国から多くの選手がエントリーし、
熱戦を繰り広げました。
　水量豊かな旭川が流れる建部地区では、カヌーの競
技会が盛んに行われており、町の活性化につながって

います。建部町Ｂ＆G海洋センターでは、地元のカ
ヌーの指導者と連携し、小学生向けにカヌー体験の
機会を提供しています。また、小学生以上なら誰で
も参加できる「Ｂ＆G建部海洋クラブ」では、幅広
い世代の人と交流しています。詳しくは当センター
にご相談ください。
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《事例》
　訪問してきた業者から「屋根の一部が破損している
ので、修理が必要だ。火災保険を使って無料で修理が
できる」と勧められ修理の契約をしたが、問題はない
か。
《アドバイス》
　経年劣化による住宅の修理費用は、保険金で支払
うことはできません。破損しているところが保険の
補償対象になるかは、あらかじめ加入者自身で保険
会社に確認しましょう。事例のように安易に契約し
てしまい、その後に修理をキャンセルすると違約金
や保険申請サポート費用などの高額な請求を受ける
恐れがあります。また、保険金の請求を勧められた
としても、うその理由で請求すると詐欺に該当する
場合があるので絶対にしてはいけません。
　台風や豪雨に備えて住宅の点検や修理が必要な場
合は、複数の業者から見積もりをあらかじめ取るな
ど慎重に検討することをお勧めします。

保険金で住宅修理を勧める業者に気を付けて!

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

消費生活豆知識

まちなか散策ツアー
~ 北区の建築・アートの世界魅力再発見事業 ~

問山陽新聞旅行社　☎086-803-8220（担当：福田）
　北区まちづくり独自企画事業として北区の魅力を再発見す
るために実施する、まちなかを歩いて巡るツアーです。
　４種類のコース（西川緑道公園・枝川緑道公園、
奉還町商店街、岡山カルチャーゾーン、岡山城）
で、参加者を募集します。詳細はＨＰへ。



ファジアーノ岡山
086-948-5654

子どもたちに夢を

Ｂ３リーグ2022-23シーズンが今月開幕！

岡山シーガルズ
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

岡山リベッツ
086-239-8824

卓球で岡山を世界一に

2022−2023シーズン キックオフイベントを開催!!

!

!

!

バスケで岡山を熱くする!

新加入選手を紹介します !

①ニックネーム②出身地③生年月日④身長／体重

※①生年月日　②ポジション　③身長 / 体重　④出身

　試合やチケットの情報は随時公式ＨＰで発表しますので、ぜひ
チェックしてください!

堀田　大暉
【好きな食べ物】
牛タン
【今年やりたいこと】
ゴルフ
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①ボッティ
②宮城県
③1994年10月５日
④183cm／78kg

背番号

35 ＧＫ 白井　陽斗
【好きな食べ物】
肉
【今年やりたいこと】
サッカー!
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①ハルト
②大阪府
③1999年10月23日
④172cm／63kg

背番号

39 ＦＷ

　いよいよ今月末から、Ｂ３リーグ2022-23シーズンが開幕!
　開幕戦は、９月30日㈮・10月１日㈯に岐阜スゥープスをホーム
アリーナのジップアリーナ岡山で迎え撃ちます。皆さんの熱い応
援をよろしくお願いします!
　今回もトライフープ岡山所属選手を紹介します。

※会場はシティライトスタジアム（北区いずみ町） 

スポーツ熱中
マスコット
キャラクター
ファジ丸
C 2004 F.O.S.C

  しらい　　　 はると  ほった　　　 だいき

ホームゲーム日程
開催日

９月30日㈮
10月１日㈯

試合開始
19:05
14:05

対戦相手 試合会場

岐阜スゥープス ジップアリーナ岡山

2022.9月号2022.9月号 9

〇FAGIANO OKAYAMAC〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMAC 〇FAGIANO OKAYAMAC〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMAC

ホームゲーム日程
開催日

９月４日㈰
９月10日㈯

試合開始 対戦相手 開催日
19:00
19:00

FC町田ゼルビア
モンテディオ山形

９月17日㈯
９月25日㈰

19:00
13:00

V・ファーレン長崎
ベガルタ仙台

試合開始 対戦相手

若狭 功希
① 1997年３月20日
③ 185cm/85kg

② SF（スモールフォワード）
④ 香川県

背番号：#15
わかさ   　こうき

向井 祐介
① 1991年９月10日
③ 181cm/83kg

② SG（シューティングガード）
④ 愛媛県

背番号：#22
むかい    ゆうすけ

「2022Ｖ・サマーリーグ女子 西部大会」準優勝！
　チームの準優勝に加え、敢闘賞に付  欣田選手、フレッシュスタ
ー賞に濱田真友選手が選ばれました。若手選手のパワーと、試合
を重ねるごとに高まるチームの結束力を感じた収穫の多い大会と
なりました。たくさんの応援をありがとうございました!

岡山市運動交流事業
　キャプテンの川島亜依美選手など12人が市内の小学校を訪問し
ました。バレーボールを通してコミュケーションの大切さを感じ
てもらうことができ、充実した交流となりました。後日、「バ
レーボールが好きになった!」「中学の部活はバレー部にする
!」などのとてもうれしい内容の手紙をいただきました。今度は
バレーボール部の選手として会えることを楽しみにしています。

ふ　 しんてん

　７月16日・17日にイオンモール岡山
でキックオフイベントを行い、2022-2
023シーズンの方針や新ユニフォーム
のお披露目、新選手の発表を行いまし
た。
　また、高校３年生を対象とした「青

春ドリームマッチ」も開催し、プロ選手
と高校生の真剣勝負をたくさんの来場者
の方に見ていただきました。
　今シーズンのホーム開幕戦は10月８日
㈯・９日㈰にイオンモール岡山で行われ
ます。
李尚珠選手との契約がまとまりました!
■李 尚珠（イ・サンス）選手

　2021年アジア選手権シングルスで優勝する
などジュニア時代から韓国代表として活躍し
ており、東京五輪では団体戦で日本とメダル
争いを繰り広げました。持ち前の威力ある両
ハンド攻撃を武器に初リーグ優勝を目指し
チームの為に戦います。



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、祝日を除く10～17時）
　okayamakenkoo@gmail.com

今月の

注目  岡山市！

　「続!おかやまケンコー大作戦」の目玉イベント、
スマホを使ったウオークラリーの第３シーズンが始ま
ります。

「続!おかやまケンコー大作戦」
ぐるっとおかやまスマホdeウオークラリー
第３シーズン「【秋】まち中のアート」

会　期　７月30日～令和６年１月３日
　　　　※令和５年１月10日～２月末はメンテナンス休館
開館時間　月～金・日曜　９時～17時
　　　　土曜　　　　　９時～18時
　　　　※いずれも最終入館は閉館30分前
料　金　一般800円（600円）　小・中・高生400円（300円）
　　　　※（　）内は20人以上の団体料金　
　　　　※障害者手帳などの所持者は無料

鳥取砂丘　砂の美術館　第14期展示　
砂で世界旅行・エジプト編　
問鳥取砂丘砂の美術館（鳥取市福部町湯山2083-17）
　0857-20-2231
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【中区】
彫刻公園（海吉）周辺コース

【北区】
庭瀬周辺コース

【南区】
灘崎周辺コース

【中心部】
岡山芸術交流コース

　今年はエジプトの独立100年の節目にあたることか
ら第14期展示テーマを「エジプト」に選定しまし
た。ギザのピラミッドやアブシンベル大神殿などの
世界遺産をはじめ、古代エジプトの歴史・文化など
を砂像で表現します。

【東区】
西大寺周辺コース

各スポットに行ってスマホで電子
スタンプを獲得すると、おトクな
抽選に応募できます!

岡山芸術交流の
無料の展示会場
がスポットに!

※９月30日から
　鑑賞可能

４スポット
→電子商品券500円が抽選で3,500人に当たる!
８スポット
→さらに電子商品券500円が抽選で700人に当たる!

鳥取市との紙面交流

公式ウェブサイト

期間　９月15日㈭～11月20日㈰

今回特別に期間を前倒し!

「運動不足の人」「おトク♪に目がない人」
「アートに興味がある人」をはじめ、皆さんの
ご参加お待ちしています!

場所　市内５コース
　　　（全20スポット）

対象　市内在住・在勤・在学で、18歳以上

参加　ＱＲコードから専用ページを
方法　開いて参加してください

「岡山芸術交流2022」コラボ企画!

12スポット→10月10日までに応募
⇒「岡山芸術交流チケット」が当たる!

抽選で100人に



今月の注目　岡山市！

問市民体育大会事務局（市スポーツ協会）　　086-235-1280
　シティライトスタジアムでのトラック＆フィールド競技は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しますが、下表
の種目は開催します。
　参加方法は、学区参加・オープン参加・当日参加の３種類
です。

※開催中止の場合のみ、市スポーツ協会
　ホームページに当日６時15分ごろ掲載します。

住民税非課税世帯、家計急変世帯を支援するための給付金です。

   給付対象となる世帯には、７月上旬頃から書類をお送
りしています。期限内に必要書類の返送をお願いします。
※世帯内に、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の場合

▶住民税非課税世帯への給付金

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で
　家計が急変し、世帯全員が住民税非課税と同様と認めら
　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

▶家計急変世帯への給付金

※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。 

グラウンド・ゴルフ大会

ペタンク交流大会

ターゲット・バードゴルフ大会

レクリエーション大会 

少年柔道大会

シニアバレーボール親睦大会

ソフトバレーボール交流大会

市民ハイキング ※10/９開催

５時間リレーマラソン 

ゲートボール大会 

ティーボール大会 

少年サッカー大会 

学区  

学区、オープン、当日 

学区、オープン

当日

オープン

オープン、当日

オープン、当日

当日

当日

オープン

オープン

オープン

☎090-9465-1242 

☎086-255-3566

☎086-296-2891

☎090-1181-7873

☎086-267-1400

☎086-278-1362

☎086-264-6636

☎086-232-3663

evjf8393@yahoo.co.jp

☎090-2005-4831

☎090-7120-9239

☎090-1688-5146

市ペタンク協会

市TBG協会

市レクリエーション協会

市柔道連盟

市婦人バレーボール協議会

市ソフトバレーボール連盟

市民ハイキングの会

県庁走ろう会　

市ゲートボール協会

県ティーボール連盟

市少年サッカー連盟

六番川水の公園
多目的広場

県総合グラウンド
スポーツの森広場 

藤田リバーサイド
ＴＢＧコース

県総合グラウンド
多目的広場

県武道館補助道場

ジップアリーナ

芳田中学校

県総合グラウンド
ジップアリーナ前集合

県総合グラウンド内
周回補助陸上競技場集合

平田公園

岡山ドーム

瀬戸町江尻
レストパーク

年齢・性別不問
（各学区30人まで）

市グラウンド・ゴルフ協会
岡山会

年齢・性別不問
（１チーム３人）

社会人、性別不問

年齢・性別不問

小学生
（経験者に限る）

45歳以上、性別不問

18歳以上（高校生不可）・
性別不問

年齢・性別不問

年齢・性別不問

年齢・性別不問
（１チーム５～６人）

年齢・性別不問
（１チーム10～15人）

市少年サッカー連盟登録
チーム（２年生以下）　
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■学区参加
　学区体育・スポーツ協会を通じて大会事務局へ９月９
日までに
■オープン参加
　はがきに住所、氏名（団体の場合は全員の氏名）、年
齢、電話番号、参加種目を記入し、９月９日までに（宛
て先は各問い合わせ先、または大会事務局までお問い合
わせください。）※当日参加は申し込み不要です。
【雨天開催種目】
少年柔道大会・シニアバレーボール親睦大会・
ソフトバレーボール交流大会・市民ハイキング・
ティーボール大会・少年サッカー大会

10月10日㈷

第80回岡山市民体育大会

問岡山市臨時特別給付金コールセンター　
　0120-050-392
　（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）　
住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

開催種目 開催場所 参加資格 参加方法 問い合わせ先

９/30 期限
（消印有効）

支給額  １世帯あたり10万円 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


