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日時　8/7（日）　10:00～１１：３０
場所　生涯学習センター1階情報工房
内容　夏休みにできる簡単な工作
をします。試し撃ちや景品取りも
できます。
対象　小学生
定員　先着6名
参加費　無料
申込み　不要
問　図書館　☎８２-６８００

　聴覚障害への理解を深めるとと
もに、手話での日常会話を行うのに
必要な手話表現技術の習得を目的
とする、初心者向けの講座を開催し
ます。（本町・南知多町・武豊町の3町
社会福祉協議会共催）
日時　10/7～R5/2/24　毎週金曜日
    10:00～12:00（12/30は除き全
20回）

会場　武豊町中央公民館、美浜町
生涯学習センター、南知多町総合
体育館

対象　16歳以上で本町・南知多町・
武豊町に在住、在勤、在学の方。

定員　20名
受講料　無料（テキスト代は別途）
申込・問合せ　9/30（金）まで
　☎83-2066　FAX82-5160
　　vc@mihama-shakyo.or.jp

　認知症の方を介護している家族
等が、お互いに悩みを相談し、情報
交換をする場、家族交流会を開催し
ています。
　いろいろな立場の人の介護の様
子などを聞くことで、視野が広がり
自分の介護を客観的に考えること
ができます。
　また、気分転換やストレス発散に
もなりますのでお気軽にお越しくだ
さい。
日時　8/15（月）　13：30～15：30
場所　保健センター2階小会議室
対象者　認知症の方を介護してい
る家族等
参加費　100円
申込み　不要　当日直接会場へお
越しください。

日にち　6/11（土）
場所　総合公園体育館
【男子の部】
　優　勝　にゃんこ
　準優勝　滝造Ａ
　第３位　古者クラブ２班
　第３位　アロハにぶぞう
【女子の部】
　優　勝　滝造Ａ
　準優勝　古者クラブ３班
　第３位　滝造Ｂ
　第３位　ＮＦＵ∞

日時　9/4（日）　
　受付9:00　開始9:30
場所　生涯学習センター2階研修室
参加資格　どなたでも
参加費（昼食代含む）
　文化協会囲碁将棋部門会員1,000円
　一般参加者1,500円
　中学生以下500円
　※申込み時に納めてください。　
申込期間　8/23（火）　17：00まで
　（申込みは、平日にお願いします）
その他　申込用紙は、文化協会事
務局にあります。町ホームページ
からダウンロードできます。
申込先・問合先　
　文化協会事務局（総合公園体育
館内）☎82-5200

日時　8/7（日）　9:30～11:30　
14:00～16：00

場所　生涯学習センター2階　研
修室4

内容　とにかくびっくりするほどお
もしろいボードゲームを集めまし
た。お友だち、ご家族、お一人で
の参加も大歓迎です。
対象　どなたでも
　　　※小さなお子様は保護者同伴
定員　なし
参加費　無料
申込み　不要
問　図書館　☎82-6800

【主催　美浜町文化協会】
秋季囲碁将棋大会募

手話奉仕員養成講座
（入門編）募

パソコン要約筆記
ボランティア養成講座募

 知多南部相談支援センターゆめじ
ろう・わっぱるでは障害のある方、ご
家族のための巡回相談を行います。
相談は無料、予約制です。秘密は厳
守します。
日時　8/9（火）　9:30～12:00
場所  役場1階町民相談室
※相談日に都合のつかない方は個
別の相談も可能ですので事前に
お問い合わせください。
予約・問合せ先　
問　ゆめじろう
　　☎72-6464　FAX72-6454
問　わっぱる
　　☎73-3201　FAX73-1674
　　　 soudan@dune.ocn.ne.jp

 
　耳の不自由な方への情報伝達手
段の１つである「パソコン要約筆記」
について、基礎的な技術を学ぶと同
時に、言葉や日本語の大切さ、コ
ミュニケーションについて考える講
座です。（本町・南知多町・武豊町の3
町社会福祉協議会共催）
日時　9/24～11/12　毎週土曜
日　9:30～12:00（10/1は除き
全7回）

会場　美浜町生涯学習センター
対象者　ボランティア活動や意思
疎通支援に関心があり、基本的な
パソコン操作ができる方。本町・
南知多町・武豊町に在住、在勤、
在学の方。

定員　20名
受講料　無料 
持ち物    ノートPC（windows8.1以上）
　筆記用具・USBメモリー  
申込・問合せ　9/9（金）まで
　☎83-2066　FAX82-5160
　　 vc@mihama-shakyo.or.jp

　働くことに悩みを抱えている若者
やその保護者の相談を、資格を持っ
た相談員がお受けします。
日時　9/7（水）　１0：00～12：00
場所　役場１階町民相談室
対象者　15～49歳までの無業状
態の若者やその保護者

定員　２組（予約優先・申込順）
問　ちた地域若者サポートステー
　　ション
　　☎89-7947

空気じゅうとマジックハ
ンドをつくろう！

みんなあつまれ！
ボードゲームであそぼ！

認知症介護家族交流会

障害者のための巡回相談

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談

春季町民６人制
バレーボール大会結果

町ホームページは
こちらから
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◆役場・保健センター
　☎82-1111（代表）
◆総合公園体育館
　☎82-5200
◆図書館　
　☎82-6800
◆生涯学習センター
　☎82-6464
※新型コロナウイルス感染予防等
のため、行事の中止または延期の
場合がありますのでご了承くださ
い。
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相談 スポーツ
お知らせ

募
日時　9/4(日)　9:00～
予備日　9/11（日）
場所　総合公園テニスコート
種目　ダブルス（一般男子の部、一
般女子・超壮年の部）

参加資格　美浜町スポーツ協会ソ
フトテニス部に登録している方、
または町内在住・在勤・在学してい
る方。
参加費　美浜町スポーツ協会ソフト
テニス部に登録している方は200
円　未登録の方は５００円

　ただし、町外中学生、高校生は２００円
　※大会当日集めます
申込期限　8/2６（金）　17：00まで
申込先　総合公園体育館内
その他　雨天等で中止する場合は、
当日7：00に決定しますので各自
で役場(☎８２-１１１１)へお問い合
わせください。また、各自において
傷害保険等にご加入の上、ご参
加ください。

問　総合公園体育館　☎82-5200

日時　9/2（金）　9:00～
予備日　9/9（金）
場所　総合公園グランド
参加資格　町内在住・在勤・在学し
ている方。
参加費　美浜町スポーツ協会グラ
ウンド・ゴルフ部に登録している
方は無料。

　未登録の方は５００円。
　※大会当日集めます。
試合形式　赤コース、青コースそれ
ぞれ16ホールを１回り、計32ホー
ルで競う。
競技部門　男子の部・女子の部
申込期限　8/23（火）　17：00まで
申込先　総合公園体育館内
その他　雨天等で中止する場合は、
　当日７：30に決定しますので各自
で役場（☎８２-１１１１）へお問い合
わせください。また、各自において
傷害保険等にご加入の上ご参加
ください。
問　総合公園体育館　☎82-5200

日にち　5/15（日）
場所　半田運動公園陸上競技場
種目　小学6年女子100ｍ
　　　6位　秋本梨花（美浜ＡＣ）
         小学5年女子100ｍ
　　　2位　齋藤唯花（美浜ＡＣ）

日時　9/4(日)　9:30～
場所　総合公園体育館
競技種目
〈ダブルス〉
男子の部（一部・二部）
女子の部（一部・二部）
※一般は一般同士で組む。
　中学生は中学生同士で組む。
※一人での申込も可とする。

〈シングルス〉
小学生高学年の部
小学生低学年の部
中学男子の部・中学女子の部
一般男子の部（一部・二部・三部）
一般女子の部（一部・二部・三部）
※参加人数によって内容が変更
になる場合があります。

参加資格　町内のクラブで活動し
ている高校生以上の方または、町
内在住・在勤・在学している方。

参加費　美浜町スポーツ協会卓球
部に登録している方は無料。未登
録の方は５００円（中学生以下は
１００円）。
　※大会当日に集めます。
申込期限　8/25（木）　17:00まで
　　　　　総合公園体育館内
その他　各自において傷害保険等
にご加入の上、ご参加ください。
問　総合公園体育館　☎82-5200

日時　9/30、10/7・14・21（全て金曜日）
　いずれの日も19:30～21:30
場所　総合公園体育館
定員　20名程度
対象　どなたでも（小学１年生以上）
持ち物　卓球ラケット・体育館シュー
ズ・運動のできる服装・タオル・飲
み物等
参加費　2,000円※初日に集めます。
講師　美浜町スポーツ協会卓球部
申込方法　総合公園体育館窓口
　または電話（先着順）
その他　各自において傷害保険等
にご加入の上、ご参加ください。
問　総合公園体育館　☎82-5200

日にち　5/２２（日）
場所　総合公園体育館
結果　優　勝　S＆F
　　　準優勝　野間フレンズ
　　　第３位　HIMEGAMI

日にち　5/２２・29（日）
場所　第２町民グランド
結果　優　勝　闘魂
　　　準優勝　上野間太子講
　　　第３位　伸祥会
　　　第３位　新星会

日にち　5/29（日）
場所　半田運動公園陸上競技場
種目　小学5年女子100ｍ
         3位　齋藤唯花（美浜ＡＣ）
　　　小学6年女子100ｍ　
         7位　秋本梨花（美浜ＡＣ）

日にち　6/4（土）
場所　半田運動公園陸上競技場
種目　小学５年女子100ｍ
         １位　齋藤唯花（美浜ＡＣ）
　　　小学６年女子１００ｍ　
         １位　秋本梨花（美浜ＡＣ）
　　　５位　齋藤明花（美浜ＡＣ）
　　　８位　杉浦ましろ（美浜ＡＣ）

日時　8/25（木）　13：30～16：30
場所　役場１階町民相談室
問　美浜町商工会　☎82-3951

秋季町民卓球大会募

秋季町民ソフトテニ
ス大会(一般の部)募「Let’ｓ卓球！」募

秋季町民グラウンド・
ゴルフ大会募

【予約不要】リフォー
ム無料相談会

春季町民9人制レディー
スバレーボール大会結果

春季町民ソフトボール
大会結果

名古屋地区小学生
春季第２回記録会結果

半田市民スポーツ大会
小学生陸上競技大会結果

名古屋地区小学生春季
第1回記録会結果
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日時　8/7（日）　10:00～１１：３０
場所　生涯学習センター1階情報工房
内容　夏休みにできる簡単な工作
をします。試し撃ちや景品取りも
できます。
対象　小学生
定員　先着6名
参加費　無料
申込み　不要
問　図書館　☎８２-６８００

　聴覚障害への理解を深めるとと
もに、手話での日常会話を行うのに
必要な手話表現技術の習得を目的
とする、初心者向けの講座を開催し
ます。（本町・南知多町・武豊町の3町
社会福祉協議会共催）
日時　10/7～R5/2/24　毎週金曜日
    10:00～12:00（12/30は除き全
20回）

会場　武豊町中央公民館、美浜町
生涯学習センター、南知多町総合
体育館

対象　16歳以上で本町・南知多町・
武豊町に在住、在勤、在学の方。

定員　20名
受講料　無料（テキスト代は別途）
申込・問合せ　9/30（金）まで
　☎83-2066　FAX82-5160
　　vc@mihama-shakyo.or.jp

　認知症の方を介護している家族
等が、お互いに悩みを相談し、情報
交換をする場、家族交流会を開催し
ています。
　いろいろな立場の人の介護の様
子などを聞くことで、視野が広がり
自分の介護を客観的に考えること
ができます。
　また、気分転換やストレス発散に
もなりますのでお気軽にお越しくだ
さい。
日時　8/15（月）　13：30～15：30
場所　保健センター2階小会議室
対象者　認知症の方を介護してい
る家族等
参加費　100円
申込み　不要　当日直接会場へお
越しください。

日にち　6/11（土）
場所　総合公園体育館
【男子の部】
　優　勝　にゃんこ
　準優勝　滝造Ａ
　第３位　古者クラブ２班
　第３位　アロハにぶぞう
【女子の部】
　優　勝　滝造Ａ
　準優勝　古者クラブ３班
　第３位　滝造Ｂ
　第３位　ＮＦＵ∞

日時　9/4（日）　
　受付9:00　開始9:30
場所　生涯学習センター2階研修室
参加資格　どなたでも
参加費（昼食代含む）
　文化協会囲碁将棋部門会員1,000円
　一般参加者1,500円
　中学生以下500円
　※申込み時に納めてください。　
申込期間　8/23（火）　17：00まで
　（申込みは、平日にお願いします）
その他　申込用紙は、文化協会事
務局にあります。町ホームページ
からダウンロードできます。
申込先・問合先　
　文化協会事務局（総合公園体育
館内）☎82-5200

日時　8/7（日）　9:30～11:30　
14:00～16：00

場所　生涯学習センター2階　研
修室4

内容　とにかくびっくりするほどお
もしろいボードゲームを集めまし
た。お友だち、ご家族、お一人で
の参加も大歓迎です。
対象　どなたでも
　　　※小さなお子様は保護者同伴
定員　なし
参加費　無料
申込み　不要
問　図書館　☎82-6800

【主催　美浜町文化協会】
秋季囲碁将棋大会募

手話奉仕員養成講座
（入門編）募

パソコン要約筆記
ボランティア養成講座募

 知多南部相談支援センターゆめじ
ろう・わっぱるでは障害のある方、ご
家族のための巡回相談を行います。
相談は無料、予約制です。秘密は厳
守します。
日時　8/9（火）　9:30～12:00
場所  役場1階町民相談室
※相談日に都合のつかない方は個
別の相談も可能ですので事前に
お問い合わせください。
予約・問合せ先　
問　ゆめじろう
　　☎72-6464　FAX72-6454
問　わっぱる
　　☎73-3201　FAX73-1674
　　　 soudan@dune.ocn.ne.jp

 
　耳の不自由な方への情報伝達手
段の１つである「パソコン要約筆記」
について、基礎的な技術を学ぶと同
時に、言葉や日本語の大切さ、コ
ミュニケーションについて考える講
座です。（本町・南知多町・武豊町の3
町社会福祉協議会共催）
日時　9/24～11/12　毎週土曜
日　9:30～12:00（10/1は除き
全7回）

会場　美浜町生涯学習センター
対象者　ボランティア活動や意思
疎通支援に関心があり、基本的な
パソコン操作ができる方。本町・
南知多町・武豊町に在住、在勤、
在学の方。

定員　20名
受講料　無料 
持ち物    ノートPC（windows8.1以上）
　筆記用具・USBメモリー  
申込・問合せ　9/9（金）まで
　☎83-2066　FAX82-5160
　　 vc@mihama-shakyo.or.jp

　働くことに悩みを抱えている若者
やその保護者の相談を、資格を持っ
た相談員がお受けします。
日時　9/7（水）　１0：00～12：00
場所　役場１階町民相談室
対象者　15～49歳までの無業状
態の若者やその保護者

定員　２組（予約優先・申込順）
問　ちた地域若者サポートステー
　　ション
　　☎89-7947

空気じゅうとマジックハ
ンドをつくろう！

みんなあつまれ！
ボードゲームであそぼ！

認知症介護家族交流会

障害者のための巡回相談

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談

春季町民６人制
バレーボール大会結果

町ホームページは
こちらから
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行事
2022 8月8月

8月分別収集
    実　施　地　区分別収集日

 9日（火）・23日（火）午前８時まで

午前８時まで

午前８時まで

布土・時志・北方・河和
新浦戸・浦戸・古布・豊丘

11日（木）・25日（木）小野浦・野間・奥田
新栄・上野間

東部：役場保健センター前駐車場
西部：奥田公民館駐車場

25日（木）

午前８時～10時
13日（土）

美浜緑苑

資源ごみ・不燃ごみの
分別にご協力ください

環境課
(内線216.217)

心配ごと相談　（午前9時～正午）（受付11時30分まで）
8月10日（水） 美浜町福祉センター　8月24日（水） 野間公民館

8月の納税 町県民税2期
国民健康保険税2期

●納付にはスマートフォンもご利用できます。納付書の取扱期限について
は、役場ホームページをご覧ください。
●納め忘れのない便利な口座振替もご利用ください。

税務課（内線248） 納期限　8月31日（水）

ほのぼの日記
鈴木きよし

※新型コロナウイルス感染予防等のため、行事の中止または延期の場合があります。
・水道料金7月分納期限　・夏の安全なまちづくり県民運動 (8/1~8/10)
・総体・心育館休館日　・青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動　夏期 (～8/31)
・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（１期）納期限

・おはなし会 (図書館)（10:30）

・おはなし会 (図書館)（11:00）

・おはなし会 (図書館)（10:30）

・おはなし会 (図書館)（11:00）

・マイナンバーカード休日窓口（役場）（9:00）
・おはなし会 (図書館)（11:00）

・おもちゃ図書館・おもちゃ病院 (福祉セ) (10:00)
・総体・心育館休館日

・おはなし会 (図書館)（10:30）
・リフォーム無料相談会 (役場)（13:30）

・秋季町民野球大会 (総グ)
・児童館休館日

・図書館休館日（館内整理日） (図書館)

・自然観察会「海辺の生き物」 (冨具崎港)（9：30）
・おはなし会 (図書館)（10:30）　・児童館休館日

・里山体験活動 (義朝の森)（9：30）
・児童館休館日

・心配ごと相談所 (福祉セ)（9：00）

・心配ごと相談所 (野間公)（9：00）

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（祝）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

・児童館休館日

・児童館休館日

・総体・心育館休館日

・総体・心育館休館日

・総体・心育館休館日

・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（２期）納期限

1（月）
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暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば

　家庭ゴミや雑草、剪定枝・落ち葉
などの廃棄物を地面で直接焼却し
たり、ドラム缶・ブロック囲い・素掘り
の穴・簡易な焼却設備で燃やす「野
焼き」は原則禁止です。
　野焼きは、煙が洗濯物についたり
部屋に入って煙たかったり近隣住民
に大変迷惑となります。
　また、近くに民家がなくても風向
きや場所によっては広範囲に迷惑を
かけることになります。
　知多南部リサイクルステーションに
搬入するなど、適切に処理してください。
問　環境課環境係　内線216・217

　新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でお越しになる方
が増えており、お盆期間中は空港駐
車場が満車になる恐れがあります。空
港をご利用の際は公共交通機関も
ご利用ください。
問　名古屋空港総合案内所　
　　☎0568-28-5633（7:00～ 21:00）

   
 自身の所有地から木の枝や竹など
が道路にはみ出すと、歩行者や自動
車の通行の妨げとなります。
 自宅に生け垣がある方や道路沿い
に山林などを所有されている方は、
適正な管理をお願いします。
 みなさんが道路を安全に通行でき
るようご協力をお願いします。
問　建設課管理係　内線242

入居可能日　9/1（木）
募集物件　河和団地
家賃　収入に応じて決定します。
敷金　家賃の３カ月分
申込期間　8/1（月）～8/15（月）
　（土日祝日は除く。）
※申込資格、申込方法、空き部屋
等詳細については、都市整備課
住宅支援係までお問い合わせく
ださい。

問　都市整備課　内線246

　家庭内の不用品をごみとして出す
のではなく、必要な他の人に使って
もらうことによりごみの減量につな
がります。
日時  9/24（土）　9:30～11:30
場所　総合公園体育館メインアリーナ
募集内容
・出店資格　町内在住の方、または
その非営利グループ
・出店可能品  家庭内の不用品。
　ただし食品、コピー商品、動物、植
物、化粧品、薬品等は除きます。

　また手作り品は出店品全体の2割
以内です。

・出店料　無料
・募集出店区画数 
　3ｍ×3ｍ区画11区画、
　5ｍ×5ｍ区画18区画　
　（１団体１区画までを先着順）
・募集開始  8/22（月）  
　役場３階大会議室で受付。
　区画がなくなり次第受付終了。
　（電話での申込不可。また、代理受
付はできませんので、必ずグループの
メンバーが受付に来てください。）
問　環境課衛生係　内線216・217

　ハチが攻撃的な活動を行う時期
となってきました。
　環境課では、駆除用の防護服
（ディックコーポレーション製「ラプ
ターⅡおよびラプターⅢ」）の貸し出し
を行っています。ご利用ください。
（環境課窓口にて申請書にご記入い
ただきます。）
●貸出物
・ヘルメット
・頭部プロテクター
・上衣
・ズボン
・皮製手袋
・冷房チェスト　
　※「長靴」、「駆除用薬剤」等はご自
　　身で準備してください。
●お願い
・貸出期間は一週間以内ですが、
巣の駆除終了後は速やかに返却
ください。
・防護服の貸し出しは本町内で駆
除を行う場合に限ります。ご容赦
ください。
問　環境課環境係　内線216・217

 中学校卒業程度認定試験とは、病
気などやむを得ない事由により、義
務教育諸学校に就学させる義務を
猶予または免除された子に対して、
中学校卒業と同等以上の学力があ
るかを認定するために国が行う試
験であり、合格した方には高等学校
の入学資格が与えられます。受験資
格は文部科学省のホームページを
ご覧ください。
HP　https://www.mext.go.jp/a_
　　menu/shotou/sotugyo/1418676_
　　00003.htm
願書受付期間
　7/4(月)から9/2(金)まで
　（9/2の消印有効）
試験期日　10/20(木)
問　文部科学省総合教育政策局
　　生涯学習推進課　
　　☎03-5253-4111　
　　内線2024・2643

　個人事業税の第１期分の納期限
は、8/31（水）です。8月中旬に県か
ら納税通知書をお送りしますので、
納期限までに納付をしてください。
　納税通知書には第１期分と第２期
分の納付書が同封されますので、納
付に当たっては、納付書をお間違え
のないように御注意ください。
◇納付場所および納税方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、ＭＭＫ設置店
・Pay-easy（ペイジー）に対応したイ
ンターネットバンキングまたはATM
・インターネット環境でのクレジット
カードによる納付
・スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINEPayおよびPayB）
による納付
※コンビニエンスストア、ＭＭＫ設
置店、スマートフォン決済アプ
リによる納付については、納付
書の納付金額が30万円以下の
ものに限ります。

◇その他　領収証書が必要な方は、
金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）
の窓口、県税事務所の窓口または
コンビニエンスストア、ＭＭＫ設置
店で納付してください。また、納税
には便利で安全な口座振替の制
度もあります。御希望の方は口座
を開設している金融機関の窓口
で手続きをしてください。
問　愛知県知多県税事務所　課税
　　第一課　県民税・事業税グループ
　　☎89-8174（ダイヤルイン）

ハチ防護服を貸し出
します。

県営名古屋空港から
のお知らせ

適正な道路管理に対
するご協力のお願い

野焼きは禁止です！！令和4年度就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度認定試験

個人事業税第１期分
の納税をお忘れなく

お知らせ相談 スポーツ催し募集募

フリーマーケット開催と
出店者募集のお知らせ

町営住宅入居者募集募

■毎年３月は、軽自動車の名義変更、
廃車の届出が集中し、窓口が大
変混雑します。名義変更および廃
車の届出はできる限り３月中旬頃
までにお願いします。
■新型コロナウイルス感染拡大防止
対策として、マスクの着用、手指の
アルコール消毒、適切な距離を保
ち３密の回避にご協力ください。
■届出手続き等のお問い合わせ
　軽自動車検査協会　
　愛知主管事務所　☎０５０（３８１６）１７７０
名義変更、廃車等の手続きは、軽
自動車検査協会ホームページを
ご覧ください。
HP　http://www.keikenkyo.or.jp

　この度、フライトパークが令和3年
12月にリニューアルしました。気軽
に立ち寄れて、本物の飛行機の迫力
を間近で体験できるほか、楽しく遊
びながら航空や飛行機を学べる展示
物や遊具等が新たに出来ました。
場所　中部国際空港セントレア　
　フライト・オブ・ドリームズ　
営業時間　10：00～17：00（年中無休）
入場料　無料（一部有料コンテンツあり）
HP　https://www.centrair.jp/
　service/flightofdreams.html
問　中部国際空港　☎38-1195

日にち　１１/2１（日）
場所　総合公園テニスコート
優　勝　フレンズ
問　生涯学習課　スポーツ係
　　☎82-5200
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