
スポーツ大会結果（敬称略）

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
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２/１～３/10
ホームページ　http://www.yatomi-library.com
携帯用HP　https://ilisod001.apsel.jp/city-yatomi-lib/wopc/pc/mSrv 新しく入った本

わたしの好きな季語
川上 弘美 / 著

エリーゼさんをさがして
梨屋 アリエ / 著

ピグマリオンの涙
阿木 慎太郎 / 著

図 書 名 筆 者 名
●問いかける
　アイヌ・アート　　　　
●ニッポンチ ! 　　　　　　　　　　
●赤毛証明　　　　　　　　　　　　
●卒業旅行　　　　　　　　　　　　
●子どもを守る言葉
　『同意』って何 ?　
●ひとりひとり　　　　　　　　　　 
●あかいてぶくろ　　　　　　　　　 

池田 忍
河治 和香
光丘 真理
小手鞠 るい

レイチェル ブライアン
谷川 俊太郎
いりやま さとし

■開館時間　火・水・木・金曜日　午前９時～午後７時　　土・日曜日、祝日 ( 月曜日を除く ) 午前９時～午後５時 
■休 館 日　月曜日および特別整理期間
※詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

市立図書館☎65－1117

■よつば読書会　あなたも参加してみませんか？

▼と　き　２月 13日 ( 土 ) 午前 10時～正午　 ▼ところ　図書館　

▼テキスト「母性」(湊 かなえ /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 !!!

　２月２日（火）～12日（金）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２月６日（土）、
７日（日）および 11 日（木・祝）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。

特別整理期間に伴う
休館のお知らせ

新型コロナウイルス感染症感染防止と皆さんの健康確保を優先させてい
ただくため、図書館サービスを制限しております。図書館の開館時間および
サービスについては、随時、図書館ホームページでお知らせします。

状況によっては、再度、臨時休館や時間を短縮しての開館となる場合があ
ります。 

利用者の皆さんには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

■第１５回市スローピッチ
　ソフトボール大会
　（11月22日、29日文化広場、
　南部コミュニティーグランド）
優勝 亀四リーダース
2位 松名ソフトボール
3位 桜シーホークス

■第１５回市ソフトバレーボール大会
　（11月28日十四山スポーツセンター）
▼レディースの部
　優勝 ひまわりⅠ
　2位 ひまわりⅡ
　3位 シャインハート

▼トリムの部
　優勝 雅やか
　2位 大塚ＳＶＣ
　3位 やとみＳＣＡ

▼ファミリーの部
　優勝 Ｓｉｓｔｅｒｓ
　2位 バレーの呼吸
　3位 親子丼

■第１５回市少年サッカー大会
　（12月6日境港多目的グランド）
優勝 ＳＡＫＵＲＡ・レッド
2位 弥富ＪＳＳ・レッド
3位 ＳＡＫＵＲＡ・ブルー

■第１５回弥富市
　ソフトテニス室内大会
　（12月12日、13日
　総合社会教育センター）
▼小・中学生男子の部
　優勝 堀木 雷万・藤山 航輔（弥富中）
　2位 近藤 壱颯・佐竹 伶王（弥富中）
　

▼小・中学生女子の部
　優勝 泊 妃夏・川平 にこ（弥富中）
　2位 近藤 亜澪・伊藤 円香（弥富中）
　3位 橋本 莉子・平野 心結
　3位 浮貝 美希・西川 結菜

▼一般男子の部
　優勝 松本 大心・加藤 永陽
　2位 鈴木 翔太・五島 飛星空
　3位 松永 明日夢・板倉 豪
　3位 木下 真也・西條 亨

▼一般女子の部
　優勝 小森 理恵・小森 彩花
　2位 橋本 紗蘭・橋本 綾
　3位 奥村 瑞葉・横井 知子

▼シニアの部
　優勝 立松 正人・伊藤 正和
　2位 三島 次平・山田 國夫
　3位 今 義忠・中川 清司

昭和 30 年４月２日生～昭和 31 年４月１日生

昭和 25 年４月２日生～昭和 26 年４月１日生

昭和 20 年４月２日生～昭和 21 年４月１日生

昭和 15 年４月２日生～昭和 16 年４月１日生

昭和 10 年４月２日生～昭和 11 年４月１日生

昭和 5 年４月２日生～昭和 6 年４月１日生

大正 14 年４月２日生～大正 15 年４月１日生

大正 9 年４月２日生～大正 10 年４月１日生
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電話番号 受付日時電話相談窓口

24－6999
【平日】9：00 ～ 17：30
( 所管区域： 津島市、愛西市、弥富市、あま市、
 大治町、蟹江町、飛島村 )

津島保健所

（052）856－0315
【平日夜間】17：30 ～ 9：00
【土・日曜日、祝日】24 時間体制夜間・休日相談窓口

▼受診・相談センター

※診療・検査医療機関および電話相談体制を整備した医療機関につきましては、市ホームページで確認してください。

お済みですか？
高齢者肺炎球菌ワクチン接種（定期接種）

新型コロナウイルス感染症が心配なとき

　３月 31 日（水）までの定期接種対象者は以下のとおりです。対象者には高齢者肺炎球菌予防接種券を郵送し
ています。接種をお済みでない方は、この機会にぜひ接種してください。予防接種券をお持ちでない方は、
市役所健康推進課にて予防接種券発行の手続きをしてください。
▼対象者
①次の生年月日に該当する方

▼相談・受診方法
①発熱などの症状が生じた場合は、まずはかかりつけ医などに電話相談する。
②相談先が分からない場合や、かかりつけ医などで対応できない場合は、「受
診・相談センター」や「電話相談体制を整備した医療機関」へ電話相談する。

③電話相談で案内された医療機関に電話連絡し、医療機関の指示に従って受
診する。

②60 歳以上 65 歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫
の機能に障がいのある方（身体障害者１級程度）
※既に肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）の接種を受けたことがある方は対象外となります。
▼接種期限 3 月 31 日 ( 水 )
▼接種回数 １人１回
▼料　　金 2,000 円
▼接種方法 高齢者肺炎球菌予防接種券（※対象者には４月に郵送済）、健康保険証、接種費用を持参して、
 指定医療機関に予約の上、接種してください。

発熱などの症状が生じた場合
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