
スポーツ大会に参加しませんか

第13回
市なぎなた大会※都合により変更されることがあ

　ります。上記の消防署または救
　急医療情報センターへご確認の
　上、受診してください。
※午後 5時以降は消防署へお尋
　ねください。
※あま市は市外局番が 052です。

　１１月１２日(月)～２０日(火)の間は、蔵書点検を行
う特別整理期間のため、休館させていただきます。
　また、休館に伴い１１月１７日(土)、１８日(日)は住民
票の写し、印鑑登録証明書の発行はできませんの
で、ご了承ください。
　なお、閉架書庫に所蔵されている資料につきまし
ては、１０月２２日(月)～１１月２０日(火)の間に蔵書点
検を行うため、この期間中はご利用できません。

くすり・医療用品などに関する緊
急の相談・質問などは右記へお問
い合わせください。

10/1～11/10
ホームページ　http://www.yatomi-library.com
携帯用HP　http://ilisod001.apsel.jp/city-yatomi-lib/wopc/pc/mSrv

新しく入った本

当番医療機関については、下記の消防署または救急医療情報センターへご確認の上、受診してください。
●海部南部消防署　　　　　　☎52－0119　　　　　●海部南部消防署北分署　☎65－0119
●救急医療情報センター　　　☎26－1133

■開館時間　火・水・木・金曜日　9：00～ 19：00　　土・日曜日、祝日　9：00～ 17：00
■休 館 日　月曜日
※詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

平成30年 10月 平日夜間・休日診療問い合わせ先

診療日 受付時間 診療先
平日夜間

海部地区急病診療所
（津島市莪原町字郷西 37）

☎25－5210
http://amaq.sakura.ne.jp

※病状等のお問い合わせは、受付時間内に直接お電話してください。

土曜日

日・祝

日・祝

日・祝

津島海部薬剤師会　くすり安心電話
☎090－2136－3858

開設時間 21：00～翌朝 9：00
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9：00～ 17：00

9：00～ 11：30
14：00～ 16：30

9：00～ 11：30
13：00～ 16：30
18：00～ 20：30

18：00～ 20：30
20：30～ 23：00

  7日（日）かみ形成外科
  8日（月・祝）森整形外科クリニック
14日（日）はせ川外科
21日（日）小林クリニック
28日（日）後藤整形外科

☎２２－２０７７ （愛西市）
☎４４５－５０５０（あま市）
☎２４－３３７０ （津島市）
☎４４４－４５００（あま市）
☎２５－５５１１ （津島市）

市立図書館☎65－1117

ツキマトウ
警視庁ストーカー対策室ゼロ係

真梨　幸子 / 著
大ぼら吹きの城
矢野　隆 / 著

罪びとの手
天祢　涼 / 著

図 書 名 筆 者 名
●罪びとの手
●ツキマトウ 警視庁ストーカー対策室ゼロ係
●大ぼら吹きの城
●星夜航行　上・下巻
●人間に向いてない
●一億円のさようなら
●正義の申し子
●さしすせその女たち
●猫町くんと猫と黒猫
●もう「はい」としか言えない

天祢　涼
真梨　幸子
矢野　隆
飯嶋　和一
黒澤　いづみ
白石　一文
染井　為人
椰月　美智子
樒屋　京介
松尾　スズキ

■おはなしの会

▼10 月　6日（土）　　 15：00～ 15：30
　10月 20日（土）　　 15：00～ 15：30
　11月　3日（土・祝） 15：00～ 15：30

▼対　象　小学校低学年までの児童、幼児

▼内　容　絵本や紙芝居の読み聞かせ

▼場　所　図書館　おはなしのへや

■ひよこのおはなしかい

▼10 月 17日（水）　10：00～ 10：30

▼対　象　0才～ 2才くらいの乳児

▼内　容　絵本やわらべうたによる
　　　　　親子のふれあいの時

▼場　所　図書館　おはなしのへや

特別整理期間に伴う休館のお知らせ特別整理期間に伴う休館のお知らせ

■よつば読書会　あなたも参加してみませんか？

▼10 月 13日（土）　10：00～正午　　 ▼場　所　図書館　会議室

▼テキスト「おくのほそ道」(松尾　芭蕉 /著 )
☆一冊の本をみんなで読み、意見を述べ合いながら、読書の領域を広げていきましょう !!!

申込用紙(総
合社会教育
センター備え
付け)に記入
のうえ、参加
費を添えてお
申し込みくだ
さい。

■受付時間　 【火～土曜日】午前９時～午後９時　【日曜日・祝日】午前９時～午後５時

大会名 申込方法申込期間

10月  4日（木）～
　 21日（日）　

10月10日（水）～
　 31日（水）　

10月14日（日）～
　 28日（日）　

10月18日（木）～
11月  4日（日）　

参加費
※一人あたり参加資格ところとき

大人 200 円
小人 100 円

小人 100 円

大人 200 円
小人 100 円

大人 200 円

在住・在勤・
在学

在住・在学

在住・在勤・
在学

在住・在勤・
在学

文化広場・
南部コミュニティ
センターグランド

十四山
スポーツセンター
第 1アリーナ
十四山

スポーツセンター
第 1アリーナ
十四山

スポーツセンター
第 1アリーナ

【1日目】
11月4日(日)
【予備日】
11月11日(日）

11月10日(土)

11月11日(日)

11月18日(日)

第 13回
市スローピッチ
ソフトボール大会

第 13回
市ソフトバレーボール

大会
第 13回

市バドミントン
交流大会

市役所生涯学習課（総合社会教育センター）・

SPORTSSPORTSSPORTS
これから行われるスポーツ大会のご案内や市内で行われたスポーツ大会の結果、全国大会へ
出場した皆さんなどを紹介します。 市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

☎65－0002

◆第26回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
　全国中学生なぎなた大会
　7月28日（土）　愛媛県武道館
　男子個人試合の部
　　【準優勝】　野村 樹輝（五之三）
　　【 ４ 位 】　仲原 壮汰（前ケ須）

◆第57回全国高等学校なぎなた選手権大会　 
　～2018彩る感動 高校総体～
　8月5日（日）～７日（火）　三重県津市久居体育館　
○個人の部
　　【 3 位 】　佐藤 茉奈（荷之上）
○団体試合の部
　　【 5 位 】　佐藤 茉奈（荷之上）
　　　　　　細江 美有果（平島）
　　　　　　渡邊 若奈（平島）
　　　　　　若松 舞（鎌倉）
　　　　　　山田 乃々果（前ケ須）
◆第57回全日本学生なぎなた選手権大会　 　
　8月12日（日）　埼玉県入間市市民体育館
○団体試合の部
　　【準優勝】　三浦 里帆（前ケ平）
◆第73回国民体育大会　福井しあわせ国体２０１８
　～織りなそう 力と技と美しさ～　
　10月5日（金）～7日（日）　福井県鯖江市総合体育館
○愛知県代表 なぎなた競技 少年の部
　佐藤 茉奈（荷之上）
　細江 美有果（平島）
　渡邊 若奈（平島）
○成年の部 
　三浦 里帆（前ケ平）
◆第３９回全国中学生選抜
　将棋選手権大会
　８月３日（金）、４日（土）　
　山形県天童市
　緒方 惟月
　（弥富北中、十四山将棋クラブ所属）

◆平成30年度　全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会
　8月5日（日）　日本武道館
○演技競技の部
　小学３・４年生の部
　　【優秀賞】　諸戸 杏奈（平島）・末松 奈 （々平島）
　　【優良賞】　大木 美依（平島）・堀田 希（平島）
　　【敢闘賞】　松岡 ゆき寧（中六）・佐藤 芽以（五之三）
　小学５・６年生の部
　　【優秀賞】　下元 遥香（海老江）・山口 楓加（弥生台）
　中学生の部（Ｄ）
　　【優良賞】　堀 あゆみ（前ケ須）・仲原 壮汰（前ケ須）
　中学生の部（Ｅ）
　　【優秀賞】　下元 桜音（海老江）・平野 七葉（海老江）
　　【優良賞】　服部 帆南（佐古木）・飛渡 舞香（荷之上）
　中学生の部（Ｇ）
　　【敢闘賞】　伊藤 愛菜（佐古木）・服部 小春（佐古木）
○試合競技の部
　小学４年生の部
　　【優秀賞】　末松 奈々(平島)
　　【敢闘賞】　小林 諭都緑（五明）
　中学１年生の部
　　【敢闘賞】　平野 七葉（海老江）
　　【敢闘賞】　森 さくら（荷之上）
　小学男子３・４年の部
　　【敢闘賞】　太田 有哉（前ケ須）
　中学男子の部
　　【敢闘賞】　仲原 壮汰（前ケ須）

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

2021 2018（平成30）年 10月号 広報やとみ2018（平成30）年 10月号 広報やとみ


