
全国大会出場おめでとう！（敬称略）
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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

▼全日本９人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会
　8月2日（金）～4日（日）　大阪市中央体育館
　やとみクラブ
　荻野 一女（森津）

▼とびうお杯
　第34回全国少年少女水泳競技大会　競泳競技の部
　8月3日（土）、4日（日）　浜松市総合水泳場ＴｏＢｉＯ
　調所 和真（弥生小）　中野 莉緒（白鳥小）
　松岡 拓矢（大藤小）

▼第３３回全日本大学女子野球選手権大会
　8月23日（金）～28日（水）　魚津桃山運動公園野球場ほか
　太田 佳那（竹田）

▼第７４回国民体育大会 いきいき茨城ゆめ国体
　９月２９日（日）～１０月１日（火）　茨城県常陸大宮市
　なぎなた競技 愛知県代表
　少年女子の部
　山田 乃々果（前ケ須） ・ 若松 舞（鎌倉）
　成年女子の部
　佐藤 茉奈（荷之上） ・ 三浦 里帆（前ケ平）

▼第１９回全国障害者スポーツ大会　
　いきいき茨城ゆめ大会
　10月12日（土）～14日（月・祝）
　茨城県笠松運動公園陸上競技場
　立岩 杏菜（前ケ平）

　 名古屋港管理組合　
☎（052）654－7828 　（052）654－7995
　 https://www.port-of-nagoya.jp/

　　　　午後７時 30 分～９時

 第１回ワークショップ（各地区で開催）
 ・白鳥学区 11 月  ７日（木）　白鳥コミュニティセンター （研修室）
 ・弥生学区 11 月 12 日（火）　総合福祉センター （研修室）
 ・桜・日の出学区 11 月 14 日（木）　総合社会教育センター （視聴覚室）
 ・大藤学区 11 月 19 日（火）　農村環境改善センター （多目的ホール）
 ・栄南学区 11 月 21 日（木）　南部コミュ二ティセンター （工芸室）
 ・十四山地区 11 月 26 日（火）　十四山スポーツセンター （第２アリーナ）
 第２回ワークショップ
 ・市内全域 12 月 10 日（火）　十四山スポーツセンター （第２アリーナ）
▼申込方法・申込期限
市ホームページから申込用紙を印刷し記入のうえ、10月18日（金）までに市役所危機管理課まで持参またはFAXしてください。

日本籍船では最大のクルーズ船「飛鳥Ⅱ」が名古屋港に入港するにあたり、船内見学会が開催されます。
クルーズ船の雰囲気を味わうことができる貴重な機会ですので、ぜひご応募ください。

クルーズ船「飛鳥Ⅱ」
船内見学会の参加者募集！

　市では東日本大震災でボランティアとして活動された市社会福祉協議会の黒柳主事に「災害ボランティア
センターの役割について」と題した講話を行っていただき、災害時の避難行動や避難生活への配慮を必要と
する方たちの名簿（要支援者名簿）の利用方法を考える防災ワークショップを開催いたします。
（自主防災会の皆さんには、別にお知らせをいたします。）
※ワークショップとは、参加者が共同で研究や創作を行う場・機会のことです。

ハガキ（通常ハガキ）での応募例

　・　市役所危機管理課（内線 362・365）　52－3276

「令和元年度弥富市防災ワークショップ」を開催します。
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▼第４３回全国高等学校総合文化祭
　７月３０日（火）～８月１日（木）
　佐賀県武雄市文化会館
　和太鼓部門
　　【優良賞】　大木 梨果（平島町）

▼全日本少年少女武道錬成大会（なぎなた）
　8月4日（日）　日本武道館
〇演技競技
　小学１・２年生の部
　　【敢闘賞】　浅井 美羽 ・ 中嶋 日暖
　小学３・４年生の部
　　【優秀賞】　大木 美依 ・ 堀田 希
　　【敢闘賞】　松岡 ゆき寧
　小学５・６年生の部
　　【優良賞】　諸戸 杏奈 ・ 下元 遥香
　　【敢闘賞】　小林 諭都緑 ・ 鶴田 望愛
　　【敢闘賞】　佐藤 芽以 ・ 末松 奈々
　中学生の部
　　【優秀賞】　安井 友菜 ・ 服部 帆南
　　　　　  下元 桜音 ・ 平野 七葉
　　【優良賞】　服部 風夏 ・ 藤生 郁文
　　　　　  太田 涼矢 ・ 柘植 七覇
　　【敢闘賞】　佐藤 遥 ・ 野村 樹輝
〇試合競技
　小学３年生の部
　　【敢闘賞】　大木 美依
　小学４年生の部
　　【敢闘賞】　堀田 希
　小学５年生の部
　　【優秀賞】　末松 奈々
　　【優良賞】　大木 千代
　　【敢闘賞】　小林 諭都緑
　小学６年生の部
　　【優良賞】　鶴田 望愛
　小学男子５・６年生の部
　　【敢闘賞】　青山 柚
　中学２年生の部
　　【優秀賞】　宇佐美 空虹
　　【優良賞】　安井 友菜
　　【敢闘賞】　末松 紗奈
　中学３年生の部
　　【優良賞】　服部 帆南
　中学男子の部
　　【敢闘賞】　藤生 郁文

▼ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
　第２７回全国中学生なぎなた選手権大会
　７月２７日(土)、２８日（日）　福井県立武道館
○試合競技
　個人男子の部
　　【優　勝】　古市 光汰
　　【第4位】　仲原 壮汰
　個人女子の部
　　【第5位】　服部 風夏
　中学生演技競技の部
　　【第5位】　松岡 美央梨 ・ 森 さくら

10 月１日（火）～11月 15日（金）午後 5時までに
名古屋港ホームページまたはハガキ（通常ハガキ）
で申し込みください。
※応募は１グループにつき５名まで、１回限りとし、複数の
　申し込みをされた場合や６名以上の応募をされた場合は、
　無効となります。
※当日持参していただく本人確認書類や応募にあたっての注
　意事項については、名古屋港ホームページをご覧ください。
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