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ありがとうファーム・就労継続支援B型事業所「つづき」の皆さん（表町商店街）

ともに生きる

人生を楽しむ

ともに生きる

人生を楽しむ

　障害がある人の就労支援のために、焼きうどん店や食堂などを

運営する「ありがとうファーム」。どの店でも、皆さんが地域に

溶け込み、笑顔いっぱいで生き生きと働いていました。

　12月３日からの「障害者週間」。誰もが暮らしやすい社会につ

いて、一度考えてみませんか。（19ページに障害者週間の関連記事）



新型コロナウイルスに関するお知らせ
令和４年11月11日時点の情報です

問保健管理課　　086-803-1307
ワクチン接種について

■ 岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター

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　　　　　　▶

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

■ 岡山市新型コロナワクチン特設ホームページ
最新の情報はこちらをご確認ください　→
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年内のオミクロン株対応ワクチンの接種を検討ください

■ オミクロン株対応ワクチンの対象者

集団接種会場の開設スケジュール

■ 乳幼児（生後６カ月～４歳）のワクチン接種が
　 始まりました

■ 接種券について

３～５回目接種券発送スケジュール

（オミクロン株対応ワクチンを使用）

初回（１・２回目）接種を完了した12歳以上全ての人

　お手元に未使用の接種券がある人は、今すぐオミク
ロン株対応ワクチンの予約・接種が可能です。従来型
ワクチン用のご案内と一緒に届いた接種券はオミクロ
ン株対応ワクチン接種に使用可能です。

接種状況

前回接種時期

11月からは前回接種から３カ月経過した後に新しい
接種券が届くよう発送スケジュールを変更しています。　

　生後６カ月～４歳のお子様へ11月８日㈫に
接種券を発送しました。11月９日以降に
生後６カ月に到達したお子様については、
毎週火曜に順次接種券を発送します。
（接種券が届き次第予約・接種可能）

令和４年８/23～29
令和４年８/30～９/６

令和４年９/７～13
以降１週間ごと

令和４年８/22まで 令和４年11/22㈫までに
発送済み

11/21㈪～25㈮
11/27㈰～28㈪
各日13時～18時

ＮＴＴクレド岡山ビル４階
ＴＫＰガーデンシティ岡山　

（北区中山下一丁目）
岡山コンベンションセンター

１階イベントホール　
（北区駅元町）

岡山高島屋８階　催会場
（北区本町）

12/６㈫～12㈪
各日13時～18時

12/16㈮～28㈬
各日13時～18時

令和４年11/29㈫
令和４年12/６㈫
令和４年12/13㈫
以降毎週火曜日

接種券発送時期

期 間 会 場

４回目まで接種済

３回目まで接種済

２回目まで接種済

１・２回目未接種 従来型ワクチンのみ

オミクロン株対応ワクチンを
接種できます

接種できるワクチン

接種間隔が
５カ月⇒３カ月に

３～５回目接種のみ

岡山市　新型コロナウイルス関連情報 検索

　過去２年間、新型コロナは年末年始に流行しています。年末までに、重症化リスクの高い
高齢者だけでなく、若い人にもオミクロン株対応ワクチンによる接種をおすすめしています。

接種券を紛失した人は、
「岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター」
もしくは「岡山市ＨＰ」から再発行できます。

接種費用

無料
（要予約）

オミクロン株対応ワクチンとは
　ファイザー社やモデルナ社のオミクロン株と従来株の
両方に対応した「２価」ワクチンのこと。オミクロン株
対応ワクチンの接種は、これまでの接種回数に関わらず、
１人１回です。



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。

ごみ収集（瀬戸・建部地区は除く） 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。
　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。

※年末年始は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
が必要です。年末年始は予約が集中するため、希望日に
持ち込みできない場合があります。早めに予約してくだ
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しますので、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５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16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。

市営斎場業務について

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

問申生活安全課　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㈪、６日㈮
●星空の郷（岡山北斎場）
　休場日１月１日㈷～３日㈫、６日㈮
●西大寺斎場
　休場日12月30日㈮～１月３日㈫、６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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問市民協働企画総務課　　086-803-1063　
　kyoudou@city.okayama.lg.jp



問観光振興課　　086-803-1332

問保健所衛生課　　086-803-1257
問保健管理課　　　086-803-1276





期  間

点灯時間　
17時～22時
※12月１日は
　18時～22時 

場  所　
岡山駅東口広場
岡山駅西口広場
市役所筋・
ハレまち通りの
一部など

12月１日㈭～
令和５年１月９日㈷

おかやま桃太郎まつり
MOMOTAROH　FANTASY2022

　「電子町内会」とは、インターネットを使って町内会
活動をはじめ、地域の情報を広く発信することで、地域
コミュニティの活性化や情報化を図るものです。
　各電子町内会が「これこそは!」という作品を出展し
ていますので、ぜひ投票をお願いします（１人２票）。
　投票した人の中から抽選で20人にAmazonデジタル商
品券（500円分）プレゼント!
　詳細はＨＰをご確認ください。

　エネルギー価格・物価高騰などの影響を緩和するため、
要件に該当する事業者の皆さんに支援金、補助金を支給
します。
　対象となる事業者や施設の条件、募集期間などは支援
により異なります。
　詳細はＨＰをご確認ください。

　ノロウイルスによる食中毒は、１年を通じて発生してい
ますが、特に冬場に流行します。
　ノロウイルスは、人から人へも感染しますし、食品を介
して大規模な食中毒が発生することもありますので、特に
注意が必要です。

①加熱　　食品は中心温度85～90℃で
　　　　　90秒間以上加熱して食べましょう。

②手洗い　トイレの後、調理をする際、食事の前など、小ま
　　　　　めに石けんでよく洗い、流水で十分にすすぎまし
　　　　　ょう。２回繰り返して洗うとより効果的です。手
　　　　　洗いの徹底は感染症予防にもつながります。

③消毒　　調理器具などは85℃以上の熱湯で１分以上加熱す            
　　　　　る、次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度0.02%）
　　　　　に浸すなどの方法で消毒して使いましょう。
　　　　　※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂
　　　　　　白剤でも代用可能です。

　「希望の想いをつなぐあかり巡り」をテーマに、まち全
体を明るく元気づけていくという気持ちを込めて、岡山駅
エリアや市役所筋・ハレまち通り（旧：県庁通りの一部）
を光の花々で彩り照らします。

期  間   令和５年１月１日㈷～31日㈪　
対  象　市内在住の人　
参加方法　小学校区、氏名、メールアドレスを　で
そ の 他　メールで当選者へプレゼントを送ります

■エネルギー価格高騰緊急対策支援金
　（商工業者、農林漁業者、医療法人など向け）

■省エネ機器導入補助金
　（商工業者向け）

■肥料価格高騰対策支援金
　（営農者向け）

■燃油価格高騰対策支援金
　（営農者向け）

いまどきの町内会

電子町内会利活用コンテスト
ウェブ投票者募集!

エネルギー価格・物価高騰対策として

事業者の皆さんを支援します! ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう!

予防のポイント

これらの申請期限は12月23日㈮です



ＨＰ



今月の注目　岡山市！

問消費生活センター　　086-803-1105

講　演　エシカル消費の視点から考えよう
　　　　　　～私たちのくらしとSDGｓ～

日　時　令和５年１月20日㈮ 13時30分～15時

講　師　柿野 成美さん
   　　  （法政大学大学院政策創造研究科 准教授）

場　所　右記公民館

申し込み　氏名・電話番号を
　　　　　右記公民館へ　で
　　　　　12月23日までに

　岡山市民を対象に、環境や社会・人に配慮した「エシカル消費」
の可能性について学び、考えるきっかけとするため、右記公民館で
オンライン中継により開催します。



問人権推進課　　086-803-1070　　086-225-1699　　jinkensuishin@city.okayama.lg.jp
　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。例えば、こんなことはありませんか。

　このような考え方や行動が、人を傷つけたり、ときには差別につながったりすることがあります。
　お互いを大切にし、一人一人の人権が尊重され、誰もが暮らしやすいまちを共に築いていきましょう。

○「子どもは大人の言うことに従えばいい」と大人の考えを押しつける
○「少しの間だから大丈夫」と点字ブロックの上や障害者用の駐車スペースに自転車や車を停める
○インターネット上で根拠のない噂や悪口などを興味本位で書き込む
〇マイノリティ（社会的少数者）の人について意見を軽視したり、からかいの対象にしたりする
○結婚のとき、当人同士の意志を尊重せず、出身などで判断しようとする　など
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エシカル講演会（オンライン中継）を開催します!



★受講者特典
ファジアーノ岡山
コラボエシカル
コットンバッグ

▼中継先公民館一覧

一宮公民館
吉備公民館
岡輝公民館
岡西公民館
高松公民館
御津公民館

御南西公民館
富山公民館
東公民館

東山公民館
操山公民館

西大寺公民館
妹尾公民館
灘崎公民館
藤田公民館

公民館名 申込☎

086-284-6224
086-293-2170
086-222-0855
086-253-7581
086-287-2057
086-724-1441
086-244-1855
086-274-0827
086-271-1911
086-276-6202
086-271-5030
086-942-6252
086-282-4747
086-362-0408
086-296-2185

北
区

中
区

東
区

南
区

定
員
な
ど
は
、
直
接
公
民
館
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「誰か」のこと じゃない。～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
FAX

令和４年度　人権週間市民のつどい 
　　　　　　～笑顔はみんなの愛ことば～

日　時　12月18日㈰ 13時30分～16時

場　所　岡山コンベンションセンターイベントホール（北区駅元町）

内　容　人権啓発に関するステージイベントや
　　　　会場イベント　

◇人ＫＥＮまもる君・
　あゆみちゃんＰＲタイム
◇人権啓発ポスター・標語展（優秀作品）　
◇ＬＧＢＴパネル展　◇参加体験ブース
◇啓発パネル展示　◇福祉のお店　ほか
※都合により一部変更になる場合があります

人権啓発ポスター・標語展
　市内小・中学生の作品を展示します。
期　間　12月５日㈪ 13時～12日㈪ 21時　
場　所　岡山ふれあいセンター（中区桑野）
　　　　※優秀作品・準優秀作品・入選作品を展示

パフォーマンス
いっこく堂

パフォーマンス
いっこく堂

マジック
ノリ

マジック
ノリ

クラウン（道化師）
チムチムサービス
クラウン（道化師）
チムチムサービス
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問申建築指導課　空家対策推進室　　086-803-1410
　akiya@city.okayama.lg.jp



業者探しの手間が省ける　

空き家情報バンクのメリット

空き家を売りたい・貸したい人へ

空き家の処分、お手伝いします

問申就学課　　086-803-1583

問農林水産課　　086-803-1343

第２回 

公立夜間中学 授業体験会開催

　申し込み後、複数の宅建業者に物件の情報を提供し、
下見をするので、所有者が宅建業者を探す手間が省け
ます。

　公立夜間中学は、十分な教育を受けられないまま中学
校を卒業した人、外国籍の人に対して、義務教育を受け
る機会を提供するものです。
　市では、令和７年４月の公立夜間中学開設に向けて準
備を進めており、８月の第１回目に引き続き、第２回目
の授業体験会を実施します。
　「公立夜間中学ってどんなところ？」「公立夜間中学
で学んでみたい」と思う人、ぜひご参加ください。身近
に学びたいと思っている人がいる場合にもご紹介くださ
い。

レシピの詳細は「おかやまの農家レシピ 」で検索

※青は「岡山市」がお手伝いする範囲

※空き家情報バンクとは…
　空き家に関する情報を市に登録し、空き家の利用を希望
する人に情報を提供する制度です。

成約率は約80％
申し込み

　登録後、インターネットで物件情報を掲載します。
県内だけでなく、全国の利用希望者に見てもらえるた
め、成約率が高くなります。

申請書（ＨＰからダウンロードまたは
同課窓口で配布）に必要書類を添えて、
同課　　もしくは　で

登録から売買・賃貸までの流れ

　市内にある空き家所有者の売買・賃貸をお手伝いし
ます。空き家を売りたい・貸したい人は、ぜひ空き家
情報バンク(※)をご利用ください。

空き家を売りたいけど、どこに相談すれば？
この空き家、本当に売れるの？



日  時　12月22日㈭ 17時～19時

【作り方】
①薄揚げを半分に切り、袋状にする。
②豚肉をさっと茹でる。
③②とキムチ半分を混ぜ合わせ、薄揚げに詰めて楊枝で
　留める。（４個）
④残りのキムチを薄揚げに詰め、その上からツナとチ
　ーズを入れて楊枝で留める。（４個）
⑤ごま油（適量、分量外）で両面を焼いたら出来上がり♪

【材料（４人分）】
・ キムチ（100g）
・ ツナ缶（１缶）
・ しゃぶしゃぶ用豚肉
 　（100g）
・ 薄揚げ（長方形）（４枚）
・ ピザ用チーズ（40g）

キムチの茶巾絞り焼き

場  所　岡山後楽館中学校（北区南方一丁目）

内  容　国語、理科　

対  象　中学校を卒業していない人、または卒業し
　　　  ていても不登校などの理由により、十分に
　　　  学ぶことができなかった人、その他誰でも
　　　  参加可　

定  員　先着20人（見学可）　

申し込み　　　・　で12月19日までに窓口

おかやまの農家レシピ
岡山市女性農業士の

提供側

募集①

②申し込み

④下見会 ③
情報提供

宅建業者

⑤媒介契約 ⑥情報発信

⑨詳細情報

⑩契約成立

問い合わせ⑦
利用希望
の連絡　⑧

契約成立⑩

空き家バンク

岡山市

建築指導課

活用側

空 

き 

家 

の 

所 

有 

者

利 

用 

希 

望 

者

窓口
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リフォーム

事業・制度名 対象となる工事など 申請できる人
助成・補助率
(上限額)

問い合わせ先

介護保険
住宅改修費の
支給

・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止や移動の円滑化などの
　ための床・通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式便所などへの便器の取り替え
・上記改修に付帯して必要となる
　住宅改修

  

  

  

要介護・要支援と認定された人

※詳細は、担当のケアマネジャ
　ーに要相談

利用者負担分
（１割・２割・
３割）を除い
た金額
（上限20万円）

すこやか
住宅リフォーム
助成制度

住宅（外部進入路含む）の改造で、
対象者の居住に適するように改造
することで、対象者の自立の助長、
介護者の負担軽減が図られる標準

的仕様の工事

※助成申請前に着手または完了し
　ている改造工事や、新築または
　改築・増築、維持補修的な工事
　などは助成対象外
※改造工事は申請から完了までを
　同じ年度内に行う必要あり

市が認定する額の

３/５
（上限60万円※）

市民税非課税世帯・
生活保護世帯は助
成率変更あり
※「介護保険住宅
改修費」などの支
給対象工事を含む
場合は上限額が40
万円

移住者・
二拠点居住者
向け中古住宅
リフォーム補
助制度

・市内の業者による、市内の中古住
　宅のリフォーム工事
・上記に関連する附帯工事（外構工
　事など）
※リフォーム後に居室、台所、便所、
　浴室、洗面設備、収納設備がある
　こと

以下の全てを満たす移住者
・移住・二拠点居住をする理由
　が、転勤、進学ではない人
・令和４年４月１日以降に岡山
　市に転入した、または二拠点
　居住を始めた人
・転入の直前に、岡山県外に１
　年以上住民票があった人
・実施報告日以降、２年以上岡
　山市に住む予定がある人

※二拠点居住者は、あらかじめ
　届出と水道の常時利用も必要
　になります

10/10
（上限20万円）

中古住宅を購入
する場合は、購
入補助もあり

住宅用スマート
エネルギー導入
促進補助事業

・窓断熱（窓、ガラス）の設置
　（公財）北海道環境財団が既存住
　宅における断熱リフォーム支援事
　業において補助対象としている製
　品であり、既存住宅へ太陽光発電
　設備と併せて導入するものに限る

窓断熱を設置する住宅に居住・
住民登録し、市から同種の補助
対象機器に係る補助金を受けて
いない人

１/３
（上限10万円）

補助金
住宅リフォームを助成・補助する市の制度をいくつか紹介します。
住宅リフォームを考えていて、条件に該当する場合は、ぜひご利用ください。
なお、募集件数・予算には限りがあるものもあります。

あなたの家の

などの対象に

※申請できる人は、上記のほかに市税の完納などの条件があるものもあります。

岡山市引越し

以下のいずれか
①60歳以上で身体機能の低下や
　障害などのために日常生活を
　営むうえで介助を要する人
　(65歳以上は、要介護・要支
　援と認定された人)
➁64歳以下で身体障害者手帳の
　交付を受けた人のうち、障害
　の程度が２級以上で視覚また
　は肢体に障害があり、日常生
　活を営む上で介助を要する人

介護保険課
☎086-803-
1241

福祉援護課
☎086-803-
1216

移住定住支
援室
☎086-803-
1335

地球温暖化
対策室
☎086-803-
1282

なるかも？



ファジアーノ岡山
086-948-5654

子どもたちに夢を

2022年もたくさんの応援をありがとうございました！

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

!

!

!

バスケで岡山を熱くする!

　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!

　2022年も残すところあと１カ月となり
ました。今年もトライフープ岡山へたく
さんの応援をいただきありがとうござい
ました。
　レギュラーシーズンはまだまだ続き、
今月は金沢武士団をホームのジップア
リーナ岡山に迎えます。シーズンスロー
ガンの「WAkuWAku OKAYAMA」を
掲げ、皆さんに楽しんでもらえる企画を
考えていますのでぜひご来場ください!
　また、トライフープ岡山ではファンク
ラブ会員を募集中です。ファンクラブ限
定グッズや選手のサインなど、豪華特典が盛りだくさんです!
詳細は公式ＨＰのファンクラブページをご確認ください。

絆のパワーで　目指せ頂点！！
　「2022-23 V.LEAGUE DIVISIO
N1 WOMEN」が10月29日に開幕
しました。岡山シーガルズは皆さ
んと共に頂点を目指します。
　レギュラーラウンドは12チーム
総当たりで、33試合と激戦です。
ベテランと若手選手の息のあった
チームプレーで勝利を目指します。
　ぜひ、会場でご声援くださいま
すようお願いします。
オリジナルTシャツをプレゼント!
　下記のホームゲーム観戦者に、
右の写真の選手が着ているオリジ
ナル応援Tシャツ

をプレゼントします。（先着500人限定、１人
１枚）お揃いのTシャツをゲットして応援
よろしくお願いします。
プレゼント予定日
１月14日㈯ 13:05 vs東レアローズ (ジップアリーナ岡山）
１月22日㈰ 14:05 vsKUROBEアクアフェアリーズ（笠岡総合体育館）
２月11日㈷ 13:30 vsNECレッドロケッツ（ジップアリーナ岡山）
２月12日㈰ 13:30 vsNECレッドロケッツ（ジップアリーナ岡山）

トップチーム選手の小学校訪問事業スタート！
　2017年から市内の全小学校を対象にスタートした選手による訪
問事業。今年は訪問またはオンライン形式で実施しました。今回
はオンライン交流会の様子を紹介します。
　選手が登場すると教室から大きな歓声が沸き、終始和やかな雰
囲気で進みました。児童が考えた質問に対し、選手は時折冗談を
交えながらサッカーに対する思いなどを真摯に受け答えしました。
また選手が話している内容を一生懸命メモを取っている児童の姿
もあり、選手たちの日頃の考えや思いが伝わる機会となっていれ
ばうれしいです。
　クラブの活動指針の一つである「最高の選手と子どもたちが仲
間になる」取り組みを今後も継続していきます。

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

ホームゲーム日程
開催日

12月９日㈮
12月10日㈯
12月16日㈮
12月17日㈯

試合開始
19:05
14:05
19:05
14:05

対戦相手 試合会場

金沢武士団

ヴィアティン三重

ジップアリーナ岡山

津山総合体育館

8 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

イオンモール岡山での今シーズンホーム開幕戦が開催!
　10月８日と９日にイオンモール岡山で
ホーム開幕戦が行われました。初日は負け
たものの、翌日の琉球アスティーダ戦では
延長までもつれましたが勝利することがで
き、会場で応援していただいた多くの皆さ
んにプロの迫力を感じていただけました。

　令和５年１月９日には岡山シンフォニーホールで県内初のコ
ンサートホールでの公式戦が行われます。ぜひ会場にお越しい
ただき、熱い声援をお願いします。
イ・サンス選手４シーズンぶりに参戦！日本期
待の若手・吉山僚一選手がＴリーグ初勝利！

　東京五輪韓国代表のイ・サンス選手がＴ
リーグに復帰し、ダブルスで初ペアを組んだ
森薗政崇選手と木下マイスター東京戦で貴重
な勝ち星を上げ、チームの勝利に貢献しまし
た。
　また日本期待の若手である吉山僚一選手が
元全日本チャンピオン及川選手を圧倒し、Ｔ
リーグ初勝利をあげました。チームも10月末
時点では５勝３敗と好位置につけています。
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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
　「さがしてます。あの日の思い出～市民会館・市民文化ホール～」
　12月10日㈯22時55分～、
　（再）12月15日㈭15時37分～、12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
　「令和４年度　岡山市二十歳の集い」
　12月17日㈯20時54分～、（再）12月18日㈰15時55分～、
　12月19日㈪９時30分～、12月20日㈫25時～
● 山陽放送（RSK）桃太郎の岡山Cityかわら版!
　「MOMOTAROH FANTASY2022&西川イルミ2022」
　12月17日㈯18時50分～、
　12月19日㈪ライブ５時 いまドキッ!内、（再）12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～

「南区防災プログラムインストラクター」の活躍を紹介します
問南区役所総務・地域振興課　☎086-902-3500

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南区

　南区では、地域の防災訓練や学校・園の防災授業
での指導役を養成するため、令和２年度と３年度に
「南区防災プログラムインストラクター養成講座」
を開催しました。今回は、講座で学んだ人のその後
の活躍について紹介します。
　昨年度の講座で防災プログラムを学び、南公民館
を拠点に活動をスタートした「防災ひなの会」の皆
さんや岡山大学被災者支援団体「おかやまバトン」
の学生は、今年８月
に南公民館で開催さ
れた「地域応援人づ
くり講座（夏休みキ
ッズチャレンジ教室）
子ども防災」で、防
災プログラムの体験
型ワークショップを
行いました。

　災害時の危険性や避難のポイ
ントなどについてイラストをた
くさん使って子どもたちに分か
りやすく説明し、「こんな時は
どうするか」をみんなで考えま
した。
　また、毛布など身の回りにあ
るものでけが人を搬送する方法
を学ぶ「毛布で担架トライアル」
や、水害時に避難する際の服装や持ち物をクイズ形
式で考える「水害着せ替えゲーム」を行いました。
子どもたちからは、「防災は授業で習うけど習って
いないことが体験できてよかった」と感想がよせら
れました。
　当課では他にも活躍している防災インストラク
ターを紹介しています。皆さんもお住まいの地域の
防災訓練などに取り入れてみてはいかがでしょうか。

飲酒運転の根絶と年末年始の交通事故防止

安全･安心の岡山市の
実現を目指して

岡山県
警察本部

●飲酒運転は通常と比べ正面衝突の発生が約４倍増●
　年末年始は、忘年会や新年会などで飲
酒する機会が増える時期です。過去５年
間の人身事故の発生状況では、飲酒運転
は通常時と比べて正面衝突の発生が約４
倍に増えるなど、重大事故につながる大変危険な行為です。
少しの量でも、お酒を飲んで車を運転してはいけません。
　飲酒の場に車で行く際は、事前にドライバーを決めておき、
ドライバーにお酒を勧めないようにしましょう。
　自動車だけでなく自転車の飲酒運転も禁止です。

●安全確認の徹底とゆとりを持った運転●
　年末は、何かと忙しく、考え事をしたり気持ちが焦ったり
して、周囲の安全確認が不十分になりがちです。特に横断歩
行者の見落としは重大事故に直結するので、
　◆　運転に集中する
　◆　周囲の安全確認の徹底
　◆　ゆとりを持った運転
を心がけてください。
　歩行者の皆さんは、早朝・夜間に外へ出かける際には必ず
夜光反射材を使用した衣服やたすきなどを着用しましょう。
道路を横断する際には必ず周囲の安全をよく確認して横断し
ましょう。

▲水害着せ替えゲーム

▲毛布で担架トライアル



鯉山小

吉備の中山

吉備津駅吉備線

245

389180

吉備津神社吉備津神社

区民区民区民ののの

人口：147,174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：295,554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)

橋が彩る中区の風景～百間川の歴史から～

子どもたちが奏でる、地域に引き継がれた音色

●問い合わせ
　道路予防保全課
　☎086-901-1629

●問い合わせ
　鯉山小学校
　☎086-287-3024

10 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４年10月31日現在）

●区役所の位置

●区役所の位置

　毎週金曜の午後になると、鯉山小
学校の音楽教室から威勢のいい三味
線と太鼓の音が聞こえてきます。三
味線クラブの練習です。
　クラブには同小学校の４年生から
６年生まで25人が在籍しています。
指導をしているのは地域の人です。
平成14年から指導は続いており、子

どもたちと地域住民との交流の場に
もなっています。
　クラブでは、「三味線餅つき」で
演奏する曲を練習しています。吉備
津神社の門前町として栄えた宮内地
区では、昔から神社の祝い事の際
に、祝い餅をついて神前に供える風
習がありました。三味線と太鼓のリ
ズムに合わせて餅つきをしたらもっ
と楽しくなるのではと、芸達者な
人々が三味線と太鼓の独特なリズム
とメロディを取り入れたことが三味
線餅つきの基になったと言われてい
ます。
　毎年、１月１日から３日にかけて

吉備津神社境内で行われる三味線餅
つきでは、クラブの子どもたちが大
人たちに交じり、練習の成果を披露
します。初詣に行かれた際には、華
やかな三味線や太鼓の音色が織りな
す、地域に引き継がれた伝統ある音
楽をご堪能ください。

　百間川は、江戸時代に、旭川の氾
濫による水害から岡山城下を守るた
め、洪水時の旭川を分流させる目的
で造られた河川です。
　造られた当時は堤防が整備されて
おらず、河川内で稲作が行われてい
ました。しかし、たびたび大きな水
害に見舞われたため、昭和49年から
本格的に堤防の大改修が始まりまし
た。洪水が起きると通れなかった百
間川を横切る道は、改修により長さ
100ｍを超える大きな橋へと整備さ
れました。
　道路に占める橋の割合が、４区の
中で中区が最も高い理由は、こうい

った歴史によるものです。今なお、
中区の風景をたくさんの橋が彩って
います。

　年の瀬を控え、たまにはのんびり
と百間川沿いを散歩してみてはいか
がでしょうか。

各区からのお知らせや
魅力・取り組みなどを紹介します。

岡山城

米田橋

沢田橋 今谷橋 神下橋
中川橋

海吉橋操山

旭川 百間川

250

402

高島駅

りざん

▲改修前（北東から操山方向を望む）
　　※昭和40～50年代ごろ撮影

▲改修後

※写真は国土交通省　岡山河川事務所ＨＰ
「百間川の治水施設群」より引用



人口：92,834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：167,117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

112022.12月号2022.12月号

●区役所の位置

Instagram「#ええが東区」で
東区を盛り上げていきませんか

年末年始を安心して過ごすために

●問い合わせ
　東区役所総務・地域振興課
　☎086-944-5008

●問い合わせ
　南消防署
　☎086-262-0119

　東区役所では「いつまでも住み続
けたいまち東区」をコンセプトに、
公式Instagramを運用しています。
市民の皆さんと共に作り上げる
Instagramを目指し活動中です。
　イベント会場や公園などで職員が
Instagram紹介カードをお配りして
いますので、受け取った際にはぜひ
公式Instagramをのぞいてみてくだ

さい。また、職員が撮影する写真へ
の出演をお願いすることもあります
ので、ご協力をお願いします。
　皆さんも東区の風景・暮らしの日
常を投稿する際には、ハッシュタグ
に「#ええが東区」を付けて、一緒
に東区を盛り上げていきませんか？
集まった投稿の中から一部を公式
Instagramで紹介させていただきま
す。投稿をお待ちしています!
　人とのつながりに焦点を当てた写
真や動画で、親しみやすく、温かみ
のあるInstagramにしたいと考えて
います。Instagramを通じこれから
も東区の魅力を発信していきます。

　南消防署は、４月に南区浦安南町
へ新築移転してからはや８カ月が過
ぎました。これからも市民の皆さん
の安全・安心のため、火災・救急な
どの対応に、より一層努めてまいり
ます。どうぞよろしくお願いします。

【ヒートショック】

　入浴時などの急激な温度差により
血圧が大きく変動することで起こる
障害で、失神や心筋梗塞、脳卒中の
原因になります。特に冬場に浴室で
発生することが多く、浴室や脱衣所
を暖房などで温かくし、熱すぎるお
湯での入浴を
避けることで
予防できます。

　さて、今年も残るところ１カ月と
なりました。朝晩は特に冷え込み、
火災や救急件数が増加する季節です。
次のことにお気を付けください。

【石油ストーブ】

　石油ストーブによる火災は毎年発
生しています。ストーブから離れる
時や就寝時は火を消してください。
また、火を付けたままでの給油や移
動は大変危険です。必ず火を消して
から行ってください。その他、ス
トーブの上部に洗濯物を干したり、
周囲にスプレー缶などを置くことも
危険ですのでやめましょう。

●区役所の位置

インスタグラム

▲Instagram紹介カード

▲活動の様子


