
市ホームページバナー広告募集します
令和3年度

～お店や会社の PRに「広報やとみ」をご活用ください！～
令和 3年度広報やとみ有料広告募集します

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

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

スポーツ大会結果（敬称略）

スポーツ庁長官特別賞を
受賞されました。

▼2020グランドチャンピオン大会
　（硬式野球）4位入賞
　11月21日、22日
　倉敷運動公園野球場　他3球場
　篠原 翔大（愛知プリンスヤング所属）

▼第48回バトントワーリング全国大会
　（動画発表形式）
　1月18日（月）～2月18日（木）
　配信予定
　山本 花帆奈（至学館高等学校）

A組 優勝  松永 知晃
 2位　吉田 一器
 3位　蜷川 松男

B組 優勝  梶浦 未央・福地 恵
 2位　松永 悦子・荘山 理恵
 3位　梶浦 ルル・梶浦 彩奈

C組 優勝  服部 登美子・山本 直子
 2位　肥田 みゆき・吉田 理恵
 3位　肥田 なるみ・黒野 和代

D-1組 優勝  早川 淳郎・伊藤 有里
 2位　稲熊 聰　・伊藤 晴美
 3位　肥田 貢　・加藤 今日子

D-2組 優勝  柴田 早苗・ステン ビヨーン
 2位　飯田 栄子・林 眞弓
 3位　佐藤 恵子・木村 多鶴子

●第15回弥富市バドミントン交流大会
　（11月15日十四山スポーツセンター）

◆演技競技　小学生の部
　優勝 大木 美依（弥富市なぎなた連盟）
 堀田 希（弥富市なぎなた連盟）
　2位 諸戸 杏奈（さくら弥富なぎなたクラブ）
 末松 奈 （々さくら弥富なぎなたクラブ）
　3位 皆倉 ののか（弥富市なぎなた連盟）
 大木 千代（弥富市なぎなた連盟）

◆演技競技　中学生の部
　優勝 小林 諭都緑（弥富市なぎなた連盟）
 宇佐美 空虹（弥富市なぎなた連盟）
　2位 松岡 美央梨（さくら弥富なぎなたクラブ）
 下元 遥香（さくら弥富なぎなたクラブ）
　3位 村上 紗那（弥富中）
 川瀬 はづき（弥富中）

●第15回弥富市なぎなた大会
　（11月14日十四山スポーツセンター）

◆試合競技　小学生低学年の部
　優勝 大木 美依（弥富市なぎなた連盟）
　2位 松岡 豪太（さくら弥富なぎなたクラブ）
　3位 山口 晴（さくら弥富なぎなたクラブ）
◆試合競技　小学生高学年の部
　優勝 小林 諭都緑（弥富市なぎなた連盟）
　2位 堀田 希（弥富市なぎなた連盟）
　3位 諸戸 杏奈（さくら弥富なぎなたクラブ）
◆試合競技　中学生の部
　優勝 山口 楓加（弥富中）
　2位 鶴田 明姫（弥富中）
　3位 皆倉 こころ（弥富北中）
◆試合競技　中学生男子・高校生男女の部
　優勝 古市 空将（弥富市なぎなた連盟）
　2位 藤生 郁文（弥富市なぎなた連盟）
　3位 仲原 壮汰（弥富市なぎなた連盟）
◆団体試合中学生の部
　優勝 弥富北中学校
　2位 弥富中学校

　愛知高校陸上部所属
の佐野 尊さんがスポ
ーツ庁長官特別賞を受
賞されました。この表
彰は愛知県高等学校体
育連盟主催の最終学年
生徒の部活動成果発表
大会陸上競技男子 100
メートルにおいて顕著
な成績があったものを
表彰するものです。

1月15日（金）
～2月26日（金）

高校生以上
200円

中学生以下
100円

在住・在勤・
在学

総合社会教育
センター3月20日(土・祝)第15回

市卓球大会

1月26日（火）
～2月28日（日）

高校生以上
200円

中学生以下
100円

在住・在勤・
在学

総合福祉
センター

3月13日(土)
【予備日】
3月20日（土・祝）

第15回
市グラウンドゴルフ

大会

1月5日（火）
～24日（日）

中学生以下
100円

在住・在勤・
在学

総合社会教育
センター2月28日(日)第15回

市空手道大会

1月7日（木）
～31日（日）

高校生以上
200円

中学生以下
100円

在住・在勤・
在学

十四山スポーツ
センター2月21日(日)

第15回
市ビーチバレーボール

大会

参加資格 参加費
※一人あたり 申込期限ところと　き大会名

▼申込方法　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
　・　 市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

スポーツ大会に参加しませんか
10,000 円

20,000 円

40,000 円

9,000 円

縦 6 5 ｍｍ以内 ×横 88 ｍｍ以内
　 4 色刷り

縦 6 5 ｍｍ以内 ×横 180ｍｍ以内
　 4 色刷り

縦 130mm以内×横 180ｍｍ以内
　 4 色刷り

縦 6 0 ｍｍ以内 ×横 85 ｍｍ以内
　 4 色刷り

1 種広告
（裏表紙）

2 種広告
（裏表紙）
3 種広告
（裏表紙）

4 種広告
（中ページ）

月額規格種別

　市では、イベントやまちの話題など幅広く市民の皆さんへ情報を発信
する「広報やとみ」を発行しています。
　「広報やとみ」に広告を掲載してお店や会社を PR しませんか？

裏表紙および中ページ（くらしの情報内）

※3 か月以上継続して掲載する場合は 10％相当額を、6 か月以上継続して掲載す
る場合は 20％相当額を、それぞれの月額掲載料から割り引くものとします。

5 月号～令和 4 年 4 月号
2 月 8 日（月）～ 26 日（金）

※申込方法などについては市ホームページをご覧ください。
　https://www.city.yatomi.lg.jp/shisei/1000645/1000729/10003435.html
　市役所人事秘書課（内線 475）

トップページ下段
15 枠（1 枠あたり縦 50 ピクセル、横 60 ピクセル）
1 か月単位（同年度内での連続掲載は最大 12 か月）
※土、日曜日・祝日などにより 1 か月の掲載日数は
異なります。
月額　5,000 円（税込）
12 か月連続掲載の場合　50,000 円（税込）
2 月 8 日（月）～ 26 日（金）

※申込方法などについては市ホームページをご覧くだ
さい。　https://www.city.yatomi.lg.jp/shisei/
　　　　1000645/1000729/1000731.html
　市役所人事秘書課（内線 475）

　ホームページをお持ちの事業主の皆さん！
市ホームページにバナー広告を掲載しませんか？

弥 富 市
Yatomi Cityま ち の 情 報 オ ア シ ス

年末年始のくらしの情報

掲載イメージ

広告
掲載欄

掲載場所
募 集 枠

掲 載 料

広告の位置

募 集 月
申 込 期 間

掲載期間

申込期間

252021（令和3）年 1月号 広報やとみ24 2021（令和3）年 1月号 広報やとみ


