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※
新車ご登録日から3年間無料の
スマイルフリー点検

整備のスペシャリストで
名古屋トヨペットのエンジニアには、専門の
研修を受けた「ハイブリッドスペシャリスト」
が全店に在籍しております。エコ運転の方
法やご質問などお気軽にご相談ください。

安心 安心

このマークが目印です。

ハイブリッドカーをお持ちの方もしっかりサポート

ハイブリッドカーを購入していただいた
お客様にもっとおクルマについて知って
いただくために全店舗で、「ハイブリッド
オーナーズミーティング」を定期的に開
催しています。

オーナーズミーティングで

名古屋トヨペットは、愛知県下76ヶ所のサービ
スネットワークでお客様の快適なカーライフを
サポートしています。また、2代目プリウスから
ハイブリッドカーを販
売・整備してきた知識
と実績を生かし、購入
後も3年間無料で安心
して、大切な愛車を任
せることができます。

※：消耗部品・油脂類の交換等のメンテナンス費用については別途費用が
必要です。ハイエースバンは購入より2年間となります。サクシードバン、
トヨエース、ハイエースコミューター及び事業用は対象外となります。

実施月
点検
内容

1ヶ月目
1ヶ月
無料点検

6ヶ月目
6ヶ月
無料点検

12ヶ月目
12ヶ月
定期点検

18ヶ月目
トヨタ
プロケア10

24ヶ月目
12ヶ月
定期点検

30ヶ月目
トヨタ
プロケア10

NTPでは、地域の皆様が集う場所として、各店舗の
ショールーム・会議室をご利用頂けます。カルチャー
スクールや会合の開催場所をお探しの方は、お気軽
にお問い合わせ下さい。
担当：本社営業推進部まちくる推進 瀬口佳代
TEL：052-683-2270　mail：kseguchi@ntp-g.com

ご 利 用 下 さ い

NTP名古屋トヨペット まちくる活動

本社／〒456-8555　名古屋市熱田区尾頭町2番22号

朝9：30～夜7：00／
／

www.ntp.co.jp
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　平成16年度から、五大都市体育大会の流れを
受け継ぎ、①都市対抗形式での競技大会を通じて
各都市スポーツ団体間及び市民の交流促進を図
り、②競技力の向上と青少年の健全な育成、また、
③生涯スポーツの普及に寄与することを目的とし
て、競技団体主導型の「都市間交流スポーツ大
会」が開催されるようになりました。
　今年で第11回を迎えた今大会は、7月12日・13日
の土、日曜日を中心に大阪市で開催されました。12
種目の開催（名古屋市は11種目参加）で、各都市
の選手は日頃の練習成果を十分発揮し、各種目で
熱戦が繰り広げられました。また、五都市の選手が
スポーツを通して相互の交流を図ることができまし
た。名古屋市は、ソフトテニス男子と弓道の男子・女
子、ソフトボール、ボウリングの女子2人チーム戦（マ
スターズ部門）、空手道の個人・中学女子が優勝い
たしました。
　各競技団体の役員、選手の皆様を始め関係各
位に心からお礼申し上げます。
　また、来年度は平成22年から5年ぶりの名古屋
市での開催になります。より一層の活躍を期待して
います。

　生涯スポーツの啓発・普及・振興を図るとともに、
競技スポーツの登竜門として開催される（公財）日
本水泳連盟が実施する泳力検定大会を当協会加
盟団体の名古屋市水泳連盟と共催し、6月22日
（日）に日本ガイシアリーナ競泳プールで開催しまし
た。当協会主催の水泳教室受講者や一般の水泳
愛好者を始めスイミングクラブで選手を目指している
方までの631人の参加があり、日頃の練習成果を存
分に発揮されました。
　さらに、（公財）日本水泳連盟からロンドンオリンピ
ックにて女子4×100mメドレーリレー銅メダルを獲得

した加藤ゆかさんの応援派遣を受け、加藤さんには
サイン会を通じて参加者のみなさんとふれあい、大
会をおおいに盛り上げていただきました。
　

第11回 都市間交流スポーツ大会 大阪市で開催第11回 都市間交流スポーツ大会 大阪市で開催
第11回都市間交流スポーツ大阪大会 大会結果 （敬称略）

開催日 種目名 試合形式 順位

7/12
・13

7/6

7/5
・6

テニス

空手道

バスケット
ボール

男女混合

形個人・小学女

形個人・男
団体組手

総合 横浜市 大阪市

雨天により途中で中止（総合順位なし）

名古屋市 神戸市京都市 ̶

̶

̶

̶

̶

̶

名古屋市

横浜市

横浜市

̶

▲家庭婦人バレーボール▲ハンドボール ▲空手道

▲加藤ゆかさんによる
デモンストレーション ▲競技の様子

ニチレイチャレンジ泳力検定名古屋大会を開催ニチレイチャレンジ泳力検定名古屋大会を開催

1位 2位 3位 4位 5位 6位

7/13

形個人・中学女
形個人・小学男

形個人・女
形個人・中学男

大阪市（梶川）

横浜市

大阪市（磯部）

神戸市（野澤）

大阪市

横浜市（高瀬）

横浜市（石井）

名古屋市

横浜市（高橋）

名古屋市（中嶋）

京都市

京都市（酒井）

京都市（福島）

̶大阪市（矢次） 神戸市（喜多） 名古屋市（清水） 京都市（高尾） 横浜市（井上）

̶名古屋市（中路） 横浜市（稲垣） 京都市（三井） 神戸市（橘） 大阪市（成田）

̶京都市（佐々木） 名古屋市（桂川） 大阪市（八木） 横浜市（笹井） 神戸市（中村）

̶大阪市（井上） 横浜市（大形） 神戸市（岡井） 京都市（小堂） 名古屋市（小島）

神戸市

名古屋市 京都市 横浜市

神戸市（岡田）

ソフトテニス

弓道

7/26
・27

ソフトボール
神戸市

軟式野球 大阪市男子 名古屋市 京都市 神戸市大阪市

横浜市名古屋市女子 大阪市 横浜市 名古屋市大阪市

ボウリング

横浜市 名古屋市

京都市大阪市 名古屋市

京都市大阪市

神戸市

女子 神戸市 大阪市A 名古屋市 大阪市B京都市
男子
女子
男子

神戸市 大阪市A大阪市B 京都市 横浜市

大阪市 神戸市

京都市 横浜市名古屋市 神戸市 大阪市

ホッケー

̶ ̶男子 大阪市 名古屋市 京都市 横浜市

横浜市 ̶女子 名古屋市 神戸市 京都市 大阪市

大阪市 ̶男子
女子
男子

名古屋市 横浜市 京都市 神戸市

̶ ̶女子 京都市 名古屋市 大阪市 ̶
ハンドボール

バドミントン

男子 横浜市 名古屋市 京都市 大阪市

̶大阪市A 神戸市 ̶大阪市B名古屋市

̶神戸市 大阪市 横浜市京都市名古屋市家庭婦人
バレーボール 女子

2人（ヤング）男子
（マスターズ）男子

神戸市 横浜市 名古屋市

横浜市 大阪市 名古屋市

大阪市

京都市

名古屋市 大阪市 京都市 神戸市

横浜市 神戸市 大阪市 京都市

横浜市 大阪市 神戸市京都市

大阪市 京都市 神戸市

名古屋市

名古屋市 横浜市 ̶

̶

̶神戸市

̶横浜市

̶京都市

̶神戸市

̶名古屋市

̶横浜市

▲弓道

4人（男子）
（女子）

2人（ヤング）女子
（マスターズ）女子

団体総合（男子）
（女子）
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　第56回を迎えた市民スポーツ祭が、8月23日（土）か
ら31日（日）を中心に市内の各会場で開催され、2月まで
の大会期間中陸上競技始め38種目108競技で熱戦
が繰り広げられます。
　競技は、区対抗（社会人）、一般、小学生、中学生、
高等学校（高校生）及びマスターズの6部門に分か
れて行われ、選手及び役員合わせて約3万人の方
が参加されます。
　区対抗の部の結果は表のとおりで、名東区が優
勝いたしました。
　8月23日（土）午前10時から港区の稲永スポーツセ
ンター第1競技場で行われた総合開会式では、河村
たかし市長、うかい春美市会議長、加藤常文体育協
会会長の3名の方から激励の言葉を受けた後、参加

選手を代表して東区の山田初美さんと草彅みのりさ
んが力強く選手宣誓を行い、健闘を誓いました。
　開会式に引き続き、名古屋市消防音楽隊によるアト
ラクションが行われ、大会を盛り上げていただきました。
　また、最終日の8月31日（日）午後6時30分から名古
屋市教育館講堂で総合閉会式が行われました。
　競技運営などにご協力をいただいた役員の皆様、
競技に参加され健闘された選手の皆様、選手を応
援いただいた関係の皆様、ありがとうございました。

区対抗の部 　名東区優勝

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体
育協会）の体育功労者の表彰が、市民スポーツ祭
の総合閉会式〔8月31日（日）名古屋市教育館講堂〕
の席上で行われ、名古屋市体育協会加藤会長から
賞状と記念品が授与されました。
　本年度の受賞者は、各種の全日本選手権大会等
の優勝者（延べ155名）、国際競技大会において優
秀な成績を挙げた方(延べ40名）、地域スポーツの発
展に顕著な功労のあった方（16名）、選手育成に顕

順位
第56回市民スポーツ祭区対抗の部成績表  

優　勝
第２位
第３位
第４位
第５位
第６位
第７位
第８位

区名
名 東 区
守 山 区
南 区
緑 区
北 区
千 種 区
中 川 区
中 村 区

166  　
166  　
162.5
159  　
159  　
150  　
149  　
146  　

区対抗得点 順位
第９位
第１０位
第１１位
第１２位
第１３位
第１４位
第１５位
第１６位

区名
昭 和 区
瑞 穂 区
西 区
東 区
港 区
熱 田 区
中 区
天 白 区

145.5
145  　
144  　
143  　
143  　
141  　
131  　
128  　

区対抗得点

各種の全日本選手権大会等の優勝者

水泳

伊藤健太、伊藤悠乃、斉尾有彩、清水千晴
新山萌花、福井くるみ、後藤真由子、高橋美紀
卓球

木造勇人、真田浩二、高見真己、大西尚弥
田中佑汰、松山祐季、太田　輝、橋本一輝
宮本春樹、松山洋季、加賀美利輝
バスケットボール

井上眞一、遠藤　桐、酒井彩等、馬瓜エブリン
井澗絢音、西山詩乃、森田菜奈枝、萩尾千尋
高辻真子、若原愛美、伊比蘭子、脇　梨奈乃
加藤優希、山田　愛、上田祐季、矢田真悠
藤本愛妃
ソフトボール

青山　慎、佐賀藍葉、永井柚衣、鈴木香歩
中村真琳、萩野真衣、大西生純、林田桃華
塩澤あおい、井上綾乃、清水沙紀、日比野佑香
工藤七実、坂野愛心、坂野真優花、安田幸生
村上真央
ハンドボール

末松 誠、田中雄大、棚原 良、野村喜亮、地引貴志、武田 享、岸川英誉、平子卓人、久保侑生
加藤嵩士、千々波英明、山城貴志、東 直明、下村 淳、伊藤裕也、上原達也、高 景洙

スケート

久野千嘉子、本郷理華、大庭　雅
ホッケー

粥川幸司、長澤克好、橘　敏郎、山下　学
井島光希、森嶋　彬、藤本一平、中山康大
山部晃嗣、吉原平太、川上良平、小野知則
川上　啓、河内伸仁、畠山　学、塩川直人
高瀬克也
ボート

東　克昭、濱木一也、清水大輔、奥村　武
竹田幸平、森崎将史、掛野寛喜、吉原　至
川浦慎平、笠原　敬
体操

土橋ココ、山家華音、市瀬柚子、田中亜悠
古山　葵
バトン

蒲　水輝

（敬称略）

（敬称略）

第56回市民スポーツ祭第56回市民スポーツ祭

国際競技大会において優秀な成績を挙げた方

著な功労のあった方（20名）でした。
　受賞者の皆様おめでとうございました。
　今後の一層のご活躍とご健闘を期待しており
ます。

陸上競技

水泳

卓球

軟式野球

柔道

伊藤勝男  
榊原　茂  
湯浅千鶴子  
風岡昌子  
鈴木勇二  
仲島英俊  
永吉三十四  
河瀬　亘  
佐藤広幸  
石田雅明  
 
    

地域スポーツの発展に顕著な功労のあった方

千種区
東区 
北区 
西区 
中村区 
中区
昭和区 
瑞穂区 

尾野博之
藤原英夫
岡田芳雄
湖南令子
吉川豊子
荒川義亞
岩田勝美
葛山直彦

（敬称略）

熱田区 
中川区 
港区 
南区
守山区 
緑区 
名東区 
天白区  

早川政人
恒川博己
森田時和
青木善平
山下裕美
長谷川鞠子
加藤泰弘
小島光子

バドミントン

弓道
ソフトボール

ラグビーフットボール
アーチェリー

ドッジボール

山田順一郎  
小椋晴之 
目黒正彦  
福井　豊  
安藤日出夫  
武藤孝正  
加藤幹子  
山田清誉  
片岡悦子  
我如古光徳

選手育成に顕著な功労のあった方 （敬称略）

※参加点と順位得点の合計の高い順。ただし、同点の場合は上位を占める競技種目の多い区が上位。

陸上競技
鈴木亜由子

ホッケー
粥川幸司、長澤克好、橘　敏郎、山下　学、井島光希
森嶋　彬、藤本一平、中山康大、山部晃嗣、吉原平太
川上良平、高瀬克也、小野知則、川上　啓、河内伸仁
畠山　学、塩川直人
バトン
中島梨乃、花井　奏、水越かをり、水越わか子
今村菜摘、荻野園巳、小川文菜、鳥居美月、山田彩木
梶谷亜未、松浦美南

スケート
日野龍樹、本郷理華、宇野昌磨、
小塚崇彦、浅田真央、村上佳菜子

～功績を称え、更なるご活躍を期待して～～功績を称え、更なるご活躍を期待して～
平成26年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》

～功績を称え、更なるご活躍を期待して～
平成26年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》
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▲弓道

▲ソフトバレーボール▲ラグビー

▲レスリング ▲ドッジボール
▲ボート

▲区対抗の部で優勝した名東区
▲シンクロナイズドスイミング▲剣道

優勝おめでとう！ファイヤーボーイズスポーツ少年団優勝おめでとう！ファイヤーボーイズスポーツ少年団
　平成26年8月8日（金）から11日（月）にかけて、「第
36回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会
2014」（主催：公益財団法人日本体育協会日本スポ
ーツ少年団、公益財団法人全日本軟式野球連盟 
他）が北海道旭川市で開催されました。名古屋市
のファイヤーボーイズスポーツ少年団は、全国から

選抜された15チームとともに激戦を戦い抜き、大分
の別府鶴見小マリンズスポーツ少年団とともに、延
長９回引き分けでダブル優勝を果たしました。ファイ
ヤーボーイズスポーツ少年団のみなさんおめでとう
ございます!!

▲優勝したファイヤーボーイズスポーツ少年団のみなさん▲選手宣誓 ▲競技の様子

3

▲加藤会長あいさつ
▲開会式アトラクション

▲選手宣誓

▲ソフトテニス

▲陸上

▲女性レクリエーションバレーボール

▲アーチェリー

▲相撲▲ハンドボール

▲バレーボール

▲ウエイトリフティング

第56回市民スポーツ祭第56回市民スポーツ祭第56回市民スポーツ祭
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平成26年9月30日発行
発行　公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会
　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　斉藤元三
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

◆開催期間　平成26年10月1日（水）～11月30日（日）
　スポーツの秋にふさわしく、10・11月に市内各スポーツ施設などで各種大会や体験型イベント、当日自由に
参加できる多彩なスポーツ・レクリエーションイベントを開催します。また11月24日は瑞穂運動場で「でらスポ
スタジアム」やトップアスリートを招いたトークライブ等を開催します。
　各イベントの詳細は、市内各公所、スポーツセンターなどで配布されている総合パンフレットをご覧いただくか、
下記問い合わせ先までご連絡ください。
●問い合わせ先　（公財）名古屋市教育スポーツ協会　スポーツ事業課　
　　　　　　　　TEL（052）614-7504　FAX（052）614-7525　

◆ 競 技 大 会

◆ 関 連 催 事
◆ 問　合　先

名古屋ウィメンズマラソン２０１5
（兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）代表選手選考競技会）
種　目：女子マラソン／１8，０００人
　　　（ナゴヤドーム発着コース／制限時間：７時間）
日　程：平成２7年３月8日（日）９：１０スタート
名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン２０１５
種　目：女子クオーターマラソン／選手招待による。
　　　（ナゴヤドーム発～瑞穂公園陸上競技場着）
日　程：平成２7年３月8日（日）９：００スタート
名古屋シティマラソン２０１5
種　目：ハーフマラソン男女／１０，０００人
　　　（ナゴヤドーム発～白川公園着／制限時間：３時間）
　　　クオーターマラソン男女／５，０００人
　　　（ナゴヤドーム発～瑞穂公園陸上競技場着／制限時間：１時間４０分）
　　　チャレンジラン／2，5００人
　　　（ナゴヤドーム敷地内特設コース/制限時間：４５分）
日　程：平成２7年３月7日（土）チャレンジラン
　　　①9：3０スタート　②１2：15スタート　　　　　　　　　
　　　３月8日（日）ハーフマラソン、クオーターマラソン　１０：１０スタート

マラソンＥＸＰＯ　平成27年3月6日（金）～8日（日）／ナゴヤドーム
マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知ランナーコールセンター
　　　TEL.０５７０－550661　（平日１０：００～１７：００）

■活 　 動 　 日

■募集期間/人員
■主な申込条件

■支 給 物 品　
■申 込 方 法

■問 　 合 　 先  　

平成２7年３月6日（金）～8日（日）
※参加日は自由に選択できます。
平成２6年10月1日（水）～１1月３0日（日）／9，０００人
活動日現在、満１５歳以上の方（中学生は除く）
主催者が指定する事前説明会に参加が可能である
こと（2月開催、2時間）
ウエア、帽子、ボランティア参加証
インターネットまたは郵送
※募集要項・申込書は区役所情報コーナー、市スポーツ
施設などで配布
マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 ボランティアセンター
TEL.０５２－２１８－７３５１　（平日１０：００～１７：００）

ボランティア大募集!!ボランティア大募集!!ボランティア大募集!!

名古屋の大マラソン、来年も開催!!名古屋の大マラソン、来年も開催!!

●詳しくは大会ホームページをご覧ください。
　http://marathon-festival.com/

【運営審議会】
第1回　6月25日（水）　スポーツ振興会館　会議室

【加盟団体協議会】

【総務委員会】
第1回　6月25日（水）　スポーツ振興会館　会議室
6月25日開催の運営審議会への提出案件について審議

8月7日開催の運営審議会への提出案件について審議

【広報委員会】
第1回　9月3日（水）　スポーツ振興会館　会議室
なごやのスポーツvol.106の編集に関する件で、編集内容等を決定。

【スポーツ少年団本部委員会】
第1回　6月13日（金）　スポーツ振興会館　会議室
①愛知県スポーツ少年団表彰候補者の選出に関する件②平成26
年度事業計画に関する件について審議

【体育功労者選考委員会】
第1回　7月30日（水）　スポーツ振興会館　会議室
平成26年度体育功労者表彰被表彰者の選考、運営審議会へ提案

協議事項は、①平成25年度事業報告・収支決算に関する件②第11
回都市間交流スポーツ大会に関する件で、原案どおり了承。
第2回　8月7日（木）　スポーツ振興会館　会議室
協議事項は、平成26年度体育功労者表彰被表彰者に関する件で、
原案どおり了承。

第1回　6月25日（水）　スポーツ振興会館　会議室
協議事項は、①平成25年度事業報告・収支決算に関する件②第11
回都市間交流スポーツ大会に関する件で、いずれも原案どおり了承。

～事務局だより～

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１5マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１5マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１5

2014スポーティブ・ライフ月間のお知らせ2014スポーティブ・ライフ月間のお知らせ

第2回　8月7日（木）　スポーツ振興会館　会議室

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　51

小田 智栄子さん（西区スポーツ推進委員連絡協議会）
おだ　　　ちえこ

プロフィール
昭和18年、名古屋市西区生まれ。小学6年生の時にバレーボールと出会い、中学高校
とプレーを続ける。一時スポーツから離れていたが、結婚後、子供の小学校のPTAにい
た学生時代の先輩から誘われレクリエーションバレーボールを始める。昭和52年レク
リエーションバレーボール「富士クラブ」結成。平成8年には西区女性レクリエーション
バレーボール連絡協議会会長に就任。現在、西区女性レクリエーションバレーボール
連絡協議会顧問。一方、地域スポーツの普及活動にも尽力し、昭和57年名古屋市初
の女性体育指導委員に就任、平成24年には全国スポーツ推進委員連合より30年勤
続スポーツ推進委員表彰を受ける。平成17年西区体育指導委員連絡協議会副会長、
平成26年西区スポーツ推進委員連絡協議会会長を歴任。いまも現役でプレーすると
ともに、審判員として大会運営においても活躍されている。
インタビュアー／市体育協会広報委員　平田 順一

――現在も現役でプレーされていますね。もともとカラダを動
かすことが好きだったのですか？
幼稚園の頃からダンスをやっていました。小学校ではソフトボ
ール部に入り、6年生の大会が終わった頃、西区で小学校対抗
のバレーボール大会を初めて開催することになり、「じゃあ、ソ
フトボール部のメンバーで出よう」と。ちょっと練習をしてね。そ
れからずっとバレーボールと付き合うことになりました。今年
71歳になりますけれど、怪我もなく現役で楽しんでいますよ。
――お子さんがいて家庭があり、大変だったと思いま
すが･ ･ ･ ･ ･。
おもしろいことに、レクリエーションバレーボールをやっていた
方が、時間を効率的に使えます。予定が入ると、それに向けて
家事、子供のこと、学校のことなど片づけますから。もちろん家
族の協力もありました。カラダもやっぱり1週間に1、2回は動か
さないと調子が悪くて（笑）。
――レクリエーションバレーボールが発展していく過程を見て
きた小田さんは、交流を兼ねて中国へ行かれていますね。
名古屋市と南京市が友好都市関係を結んでいたこともあり、平
成10年にレクリエーションバレーボール友好団体代表団団員
として、参加させていただきました。南京市民政府表敬訪問、龍
江体育館での交歓試合など、観光では得られない体験ができ、
忘れられない思い出として残っております。その5年後に、今度
は南京市友好代表団の皆様がいらっしゃいました。そのとき、
そのときに、いろんな方と仲間作りができました。
――それがスポーツのいいところですね。
その通りです。いまだに西区の皆さんと交流もあります。平成6
年「わかしゃち国体」のデモンストレーション競技も参加しまし
た。時には、豊橋市や豊川市などのチームに参加していただく
ために、名古屋ルールを教えに行ったりもしました。西区、名古
屋市、そして市外の方とも知り合えました。長くスポーツ推進委
員、レクリエーションバレーボールと関わりを持つことができ
たのも、多くの人たちに支えられたと思い感謝しております。

まだまだ現役。
一緒に楽しみながら
スポーツの普及に努めたい。

平成10年 南京市交流交歓試合にて（前列右から3番目が小田さん）

――指導者、組織を束ねるお立場でもありますが、いまの
課題は？
名古屋市はかつてレクリエーションバレーボールのチームが
550くらいありました。いまは400を下回っています。どこのチ
ームも人材確保が……。お子さんが幼稚園を卒園すると、仕事
に就かれる方が多く、少しチームに慣れてきたなと思っても、さ
まざまな理由でやめられる方もあります。また、市大会が平日に
あるので、試合に参加できない。我々としては、それぞれの日常
生活までは踏み込めませんからね。
――どこも同じ課題を抱えています。打開する方法はあり
ますか？
名古屋市の連絡協議会としては、規約により、区内のチームに
登録することとなっています。また、市レクリエーションバレーボ
ールは交代2名を含めて8名いないとチーム登録ができません。
そのため、一人でも二人でも楽しんでもらえるように区大会にお
いては、交代メンバーを1名とし7名。また、６名でも参加しても
らえるように行っている区もあり、チーム作りに努力しておりま
す。
――なるほど。これは参考になりそうです。今後もますますの
ご活躍を期待しています。本日はありがとうございました。

５

時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた“縁の下の力持ち”をご紹介し、その
人間的魅力に鋭くせまります。

５

私とスポーツ
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※
新車ご登録日から3年間無料の
スマイルフリー点検

整備のスペシャリストで
名古屋トヨペットのエンジニアには、専門の
研修を受けた「ハイブリッドスペシャリスト」
が全店に在籍しております。エコ運転の方
法やご質問などお気軽にご相談ください。

安心 安心

このマークが目印です。

ハイブリッドカーをお持ちの方もしっかりサポート

ハイブリッドカーを購入していただいた
お客様にもっとおクルマについて知って
いただくために全店舗で、「ハイブリッド
オーナーズミーティング」を定期的に開
催しています。

オーナーズミーティングで

名古屋トヨペットは、愛知県下76ヶ所のサービ
スネットワークでお客様の快適なカーライフを
サポートしています。また、2代目プリウスから
ハイブリッドカーを販
売・整備してきた知識
と実績を生かし、購入
後も3年間無料で安心
して、大切な愛車を任
せることができます。

※：消耗部品・油脂類の交換等のメンテナンス費用については別途費用が
必要です。ハイエースバンは購入より2年間となります。サクシードバン、
トヨエース、ハイエースコミューター及び事業用は対象外となります。

実施月
点検
内容

1ヶ月目
1ヶ月
無料点検

6ヶ月目
6ヶ月
無料点検

12ヶ月目
12ヶ月
定期点検

18ヶ月目
トヨタ
プロケア10

24ヶ月目
12ヶ月
定期点検

30ヶ月目
トヨタ
プロケア10

NTPでは、地域の皆様が集う場所として、各店舗の
ショールーム・会議室をご利用頂けます。カルチャー
スクールや会合の開催場所をお探しの方は、お気軽
にお問い合わせ下さい。
担当：本社営業推進部まちくる推進 瀬口佳代
TEL：052-683-2270　mail：kseguchi@ntp-g.com

ご 利 用 下 さ い

NTP名古屋トヨペット まちくる活動

本社／〒456-8555　名古屋市熱田区尾頭町2番22号

朝9：30～夜7：00／
／

www.ntp.co.jp


