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◆合同会社ユーラスエナジー滝根小白井 代表社員　
　株式会社ユーラスエナジーホールディングス職務執行者　山本 勝公さん（滝根町）　一般寄付金　　
◆平成 4 年度移・中山小学校卒業生一同 代表　菊地 達裕さん（船引町）　物品
◆遠藤農園 代表　遠藤 英実さん（大越町）　物品

まごころありがとうございます
次の方から市に寄付をいただきました

暮らしの情報案内板
　田村市ホームページ　https://www.city.tamura.lg.jp/

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 8月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 22日（　日 ）
●受付　午前8時30分～11時30分

●場所　北部作業所（船引町新舘）

●問い合わせ

　産業部 農林課　(81-2511

初秋の信夫山をゆっくりと散策しながら、心身ともにリフレッシュしませんか？
大わらじが奉納された羽黒神社周辺をめぐる、信夫山の歴史や美しい風景が楽しめる、
魅力あふれる散策スポットです。また、四季の里の工芸館では「こけしの絵付け」などの体験（有料）ができます。
●日程　９月 12 日（日）
●場所　「信夫山」と「四季の里」（福島市方面）
●対象　市内にお住まいまたはお勤めの成人の方
●定員　32 人
●参加費　無料（昼食代、体験教室料金などは自己負担）
●申込期間　８月 16 日 ( 月 ) 午前 8 時 30 分から（定員になり次第終了）
●申込方法　船引公民館へ電話もしくは直接窓口へお申し込みください。
  　　　　　 ※ 1 度に申し込みできるのは、２人まで。　　　　　　
その他　市有バスを使用し、感染症対策を十分に行い開催します。

現在、市民の声は電話、ホームページ投稿フォームなで受け付けていますが、より気軽
に市政に声を届けていただけるよう、「市民の声ポスト」を試験的に設置します。
●設置場所　市役所、各行政局、各出張所　計 12 カ所
●設置期間　8 月 2 日から 10 月 29 日までの 3 カ月間
●投稿方法　投稿用紙に市政に対する意見・要望などを記入し、
　　　　　　専用封筒に入れ、封をしてポストへ投函してください。
　　　　　　専用封筒で郵送も可能ですが、切手代は自己負担となります。
◆これまで通り、電話・FAX・文書・ホームページ投稿フォームでも
　市民の声を受け付けています。ご意見などをお気軽にお寄せください。

問総務部 経営戦略室(81-2117　市民の声専用ダイヤル(82-0066

◎まちのイベント情報◎
　　エスポアールグループ 四季の宿天瑞
　　2 周年感謝祭「元気になる夏まつり」
　●開催日　8 月 15 日（日）※荒天時延期
　●場　所　四季の宿 天瑞（駐車場スペース）
　●内　容　
　・地元農家さんによるマルシェ
　・飲食ブース（BBQ や屋台等）
　・天瑞の新メニューお披露目・販売
　・早食い大食いチャレンジ
　・キッズコーナー　　など　　　
　問四季の宿 天瑞(61-7110

市民の声ポストを設置します

投稿フォームは
　　こちら▼

市民ハイキング教室開催

問船引公民館(82-1133

●日時　10 月 17 日（日）午前 9 時 20 分～ ( 順次 )　
　　　　※雨天決行　※表彰式は行いません。
●会場　陸上競技場（スタート・ゴール）　
●参加資格　県内居住の健康で完走できる方（1 人１部門）
●参加料　小・中学生 800 円、高校生・ウォーク 1,000 円、一般、親子 2,500 円
●申込締切　９月３日（金）消印有効
●申込方法
　① WEB エントリー
　　インターネットからエントリーできます。
　　（接触低減のため、WEB エントリー申し込みを推奨します）
　②申込書によるエントリー
　　申込用紙に必要事項をご記入のうえ、参加料を添えて、大会事務局までお申し込みください。
　　受付：平日の午前 9 時～午後 5 時
　③郵便振替
　　申込用紙に必要事項をご記入のうえ、参加料を添えて、お近くのゆうちょ銀行または郵便局窓口で
　　お申し込みください。※振込手数料 203 円が別途かかります。
問・申田村富士ロードレース大会実行委員会事務局（教育部 生涯学習課内）
   (81-1215　FAX 81-1228

第40回田村富士ロードレース大会出場者募集
◆感染症対策のため、規模を縮小して実施します　

NO. 部門 距離 スタート時刻
1 小学 4 年生男子

2km

9 時 30 分2 小学 4 年生女子
3 小学 5 年生男子 9 時 45 分4 小学 5 年生女子
5 小学 6 年生男子 10 時 15 分6 小学 6 年生女子
7 親子ペア（市内） 10 時 30 分8 親子ペア（市外）
9 中学生女子

3km 11 時 00 分10 3km 一般女子 A（39 歳以下）
11 3km 一般女子 B（40 歳以下）
12 中学生男子

5km

10 時 45 分
13 高校生女子

10 時 55 分
14 5km 一般男子 A（39 歳以下）
15 5km 一般男子 B（40 ～ 49 歳）
16 5km 一般男子 C（50 ～ 59 歳）
17 5km 一般男子 D（60 歳以上）
18 高校生男子

10km 9 時 20 分

19 10km 一般男子 A（29 歳以下）
20 10km 一般男子 B（30 ～ 39 歳）
21 10km 一般男子 C（40 ～ 49 歳）
22 10km 一般男子 D（50 ～ 59 歳）
23 10km 一般男子 E（60 歳以上）
24 10km 一般女子 A（39 歳以下）
25 10km 一般女子 B（40 歳以下）
26 4km クロカンウォーク 4km 9 時 25 分

◆種目・スタート時刻　

※大会当日の年齢で申し込みください。
※親子ペアの部は、手をつないでゴールしてください。（祖父母との参加可能）　
※各部門ともナンバーカード順に時差スタートとなり、計測タイムにより着順判定をします。

◀ WEB エントリーは
　 こちら


