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期間
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静波リゾートホテル・スウィングビーチ
（第二会場：榛原総合運動公園ぐりんぱる）

試合
種目

［シングルス］本選=32人（予選=32人）
［ダブルス］16組

試合
方法

［シングルス］
▶本戦 = ３タイブレークセットマッチ
▶予選=２タイブレークセット＆10ポイ
ントマッチタイブレーク
［ダブルス］
ノーアド方式 ２タイブレークセット＆
10ポイントタイブレーク方式

主催

牧之原国際女子オープンテニス実行委員会
（藤枝市テニス協会、焼津市テニス協会 他）

ව࢛ͤ
入り口

କൽهව࢛ͤ
水道課入り口
市役所榛原庁舎

駐車場

駐車場

︶２６２３

駐車場

榛原文化
センター
会館棟

静波体育館

ܢȁ2132┦
শۼȁ24ȇ41ȡ27ȇ11
ٛાȁ̯̰̥ͭ
౷֖༫گ׳ΓϋΗȜςȜήȁ☎″9933

〜８日

☎︵

ȶࣞႢ৪ͅݘ̳ͥ۾ఞ̥̈́ȷ͂এ̽
̧̹͈̳͂́ȃমஜͅ࿚̞ࣣ
̵̱ͩͬ̀Ȃͅࠚܨ̩̺̯̞ȃ

〜４日
〜９日

会場

２階 市民相談センター
（消費生活センター）

榛原庁舎
西館

ٚࢌ̳ͥ૽̢̹̻̹ͬͥ͛Ȃ
Ȇ׳ఘଷͬା̢̞̳̀͘ȃ
ܢȁဟȡ߄ဟ
ȁȁȁɖਿͬੰ̩ȃ
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ಿٚࢌهȁ☎‴1187

ࣞႢ৪ݘఞထཡ

［シングルス］
▶予選＝10月３日
▶本戦＝10月４日
［ダブルス］
▶本戦＝10月４日
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芳村武郎

市民相談センター（消費生活センター）案内図

ٚࢌ

名称
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会場問い 静波リゾートホテル・スウィングビーチ
合わせ ☎㉒1717
＊新型コロナウイルス感染症の状況により、入場規制を
する可能性があります。

大
会

商工観光課

ܢȁ212:┤
শۼȁ24ȇ41ȡ26ȇ41
ٛાȁঌྦྷΓϋΗȜ

ঌྦྷΓϋΗȜȁ☎‴1199

GOSEN CUP スウィングビーチ牧之原国際
レディースオープンテニストーナメント2022

問い合わせ
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ȁ୕͈ྫၳ

大会概要
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こしいし あ

ゆ

み

ＧＯＳＥＮ ＣＵＰ スウィングビーチ牧之原国際レディースオープンテニストーナメント

ȁ੫

ܢȁ21ˑ┤Ȇ2:┤
শۼȁ21ȇ11 ȡ 23ȇ11
ȁȁȁ24ȇ11 ȡ 26ȇ11
ٛાȁঌྦྷΓϋΗȜ
ထȁ˔ȇ41 ȡ
ȁȁȁ൚ഩდထ͈͙

人

一球にかける思いがコートにある

ુ͈́ڰΠρήσ͞ේ͙̮͂Ȃ
̹̭͈̫ࣾ̽͂̈́̓ͬັ̫
̞̳̀͘ȃ
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﹁ＧＯＳＥＮ ＣＵＰ スウィング
ビーチ牧之原国際レディースオープン
テニストーナメント﹂は︑日本女子選
手が世界で活躍することを願って創設
された︑国内外のメジャー大会へ出場
す る た め の 登 竜 門 と な る 国 際 大 会 で︑
本年で 回目を迎えます︒２０１８年
東レパンパシフィックＯＰで大坂ナオ
ミ選手を破り優勝したカロリナ・プリ
スコバ選手は︑２０１１年に本大会で
優勝しています︒
国内の期待の若手選手も多く出場し
ます︒自由に観戦できますので︑ぜひ
会場に足を運んでみてください︒

ુز̭̥ͥܳͣڰ࿚ఴ͞߄
ৰ͈ٜ̈́̓ͬࠨȃং༹
আ̦చ؊̱̳͘ȃমஜထخȃ

֒͞ॲڬȂၗँȂఉਹञྩ
͞ञྩାၑ༹͈̈́̓ၙٜ৷͞
̧Ȃ૽ࡀ̳ͥͅ۾̈́̓ͬྫၳ
̫́ັ̫̳͘ȃ
༕ࢌআȂ࣐ଽ֥Ȃ૽ࡀသࢌտ
֥̦ˍٝ41́చ؊̱̳͘ȃ
শ͉ͅȂ४ࣉ͂̈́ͥ႒̈́̓
ͬ४̱̩̺̯̞̀ȃ
̫͉ͬͥͅȂ൚ഩდထ
̦ຈါ̳́ȃ

伏見佳修 ☎︵ ︶００７６

ȁ̮͂

ࠀΠρήσ͞ఉਹञྩȂ์Ȃ
ͼϋΗȜΥΛΠ۾Ⴒ̈́̓Ȃક͞
ࠀͅ߸̫ͥͬັ̫̳͘ȃ
ܢȁဟȡ߄ဟ
শۼȁ˕ȇ11ȡ23ȇ11
ȁȁȁ24ȇ11ȡ27ȇ11
ٛાȁঌྦྷΓϋΗȜ
ঌྦྷΓϋΗȜȁ☎‴1199

ȁ༹ၙ
Ȫ୶˔૽ȫ

入より３割以上減少しているこ
と︵３割未満であっても︑翌月
以降に大きく減少する原因が確
認できる場合を含む︶
ｃ 減少見込みの事業収入等に係る
所得以外の前年の所得合計額が
４００万円以下
申請方法
減免対象となる と同一世帯の
主たる生計維持者が︑長寿介護課
窓口に来庁または郵送で申請して
ください︵来庁して申請する場合
は事前に連絡してください︶︒
申請期限
令和５年３月 日
必要書類
①申請者の本人確認書類︵運転免
許証など︒郵送の場合は写し︶
②介護保険料減免申請書︵市ホー
ムページからダウンロード可︶
③各申請要件に該当することが確
認できる書類
︵例︶▼事業収入等報告書▼主
たる生計維持者の令和３〜４年
の収入状況がわかる書類︵給与
明細︑帳簿など︶▼事業廃止ま
たは失業したことがわかる書類
▼コロナに罹患したことがわか
る医師の診断書︑入院勧告書な
ど

ુ͈ڰಎ͈̮́ࣾͤ͂͞ේ͙Ȃ
̥̞̭͈̫ͣ̈́͂̈́̓ͬ
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ȁȁȁ24ȇ11ȡ27ȇ11
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ঌྦྷΓϋΗȜȁ☎‴1199

ȁકڰ

長寿介護課

ȁ๊֚

65

問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用と体温測定の実施にご理解、
ご協力をお願いします。お出かけ前に、ご自宅で体温を測定し、37.5℃以上ある場
合のほか、咳症状や倦怠感などがある場合は、相談を見合わせてください。

コロナの影響により収入の減少が見込まれる場合など

65

介護保険料の減免が受けられます

新型コロナウイルス感染症︵以
下︑コロナ︶の影響により収入の
減少が見込まれる場合など︑ 歳
以上の被保険者の介護保険料の減
免が受けられます︒要件に該当し︑
減免を希望する人は申請してくだ
さい︒
対象期間
令和４年度︵納期限が令和４年
４月１日から令和５年３月 日ま
での分︶
対象者
次の①または②にあてはまる世
帯に属する 歳以上の被保険者
①コロナにより︑主たる生計維持
者が死亡または重篤な傷病を
負った場合
②コロナの影響により︑主たる生
計維持者の事業収入等︵事業収
入・不動産収入・山林収入また
は給与収入︶の減少が見込まれ︑
次のａ からｃ の全てに該当する
場合
ａ 事業収入等のいずれかの減少額
︵ 保 険 金・ 損 害 賠 償 金 な ど に よ
り補填されるべき金額を控除し
た後の額︶が︑前年の当該事業
収入等の額の３割以上
ｂ減免申請する月の前月末までの
事業収入等が︑前年の同期の収

ș͈͈ڰಎ́Ḁ̱̹̞̑͂ͅএ̞̭̽̀ͥ͂݃͞࿚̲ۜ̀ͅ
̵̞̭͉̜̥ͥ͂ͤͭ͘ȃྟ͉ࡕ̯̳͈ͦ́͘Ȃٜ͌͂ͤ́ࠨ̱͢
̵̴̠͂Ȃ̴͉͘ڎਅྫၳௗ࢛̱͙͉̞̥̦̳̥̀̀́ͅȃ

い とう

2021大会での輿石亜佑美選手（左）と伊藤あおい選手
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