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もりおかフルコレ2018の出場者
資源循環推進課　☎626-3733

11月11日㈰にイオンモール盛岡（前
潟四）で開催する、古着を使ったコー
ディネートやリメークによるファッシ
ョンショーの出場者を募集します。申
し込み方法など詳しくは、市公式ホ
ームページをご覧ください。

 募集期間：9月18日㈫~10月19日㈮
 1016510

「かしこい交通ライフ」
チャレンジ・ウィーク

県公共交通利用推進協議会　
☎629-5204

9月23日㈰から10月21日㈰までの
期間に、鉄道やバス、自転車、徒歩
での通勤やエコドライブの実践など、
環境にやさしい移動方法に取り組む
事業所を募集します。参加事業所は、

二酸化炭素削減に取り組む企業とし
て県公式ホームページで紹介。申し
込み方法など詳しくは、県公式ホー
ムページをご覧ください。

JICAボランティア2018秋
JICA東北　☎022-223-4772

青年海外協力隊やシニア海外ボラン
ティアなどを募集。詳しくは、お問い
合わせください。

 募集期間：10月1日㈪~11日1日㈭
 日本国籍を持つ次の人

①青年海外協力隊・日系社会青年ボ
ランティア：20歳~39歳
②シニア海外ボランティア・日系社会
シニアボランティア：40歳~69歳

幸せのお手伝いをしませんか
日本結婚支援協会　☎613-5100

結婚支援ボランティアを募集してい
ます。当日は、見合いに関する情報
交換や結婚の相談などを行います。

  10月6日㈯はプラザおでって
（中ノ橋一）、20日㈯は市総合福祉
センター（若園町）、いずれも9時半
~11時半

 同ボランティアに興味のある人、
独身の子がいる親や結婚を希望する
独身者　

 電話：開催日前日まで受け付け

動物愛護フェスティバル
生活衛生課　☎603-8311

9月20日㈭から26日㈬までは動物
愛護週間です。動物を慈しみ、正し
い飼い方の理解を深めるため、ペッ
トの健康・しつけ相談や犬猫譲渡
会、犬猫慰霊のための黙とうなどを
行います。

 9月23日㈰10時～13時
 馬っこパーク・いわて（滝沢市）
 1020817

市民育樹祭
林政課　☎626-7541

スギの枝打ち作業を行うほか、ドロー
ンによる苗木運搬の実演も見学でき
ます。参加者全員に記念の苗木（ツリ
バナ）を進呈。昼食時に芋の子汁を
振る舞います。

 10月13日㈯10時～14時
 平成市民の森（川目3）。上ノ橋観

光バス専用駐車場と都南総合支所、
玉山総合事務所からバスを運行

 120人　  電話：9月18日㈫9時
から　  1016886

秋の全国交通安全運動
　くらしの安全課　☎603-8008

9月21日㈮から30日㈰までの期間、
「行けるはず　まだ渡れるは　もう
危険」をスローガンに、秋の全国交
通安全運動が行われます。また、30
㈰は「交通事故死ゼロを目指す日」
です。夕暮れ時や夜間外出時は、明
るい色の服や反射材用品を身に着け、
横断歩道を渡る際は、十分に安全確
認をしましょう。　  1001109

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が差し押さえた不動産や動産を
Y

ヤ フ ー

ahoo!官公庁オークションで公売し
ます。

 ▶せり売り：10月22日㈪13時～
24日㈬23時▶入札：10月22日㈪13
時～29日㈪13時

 9月28日㈮13時～10月15日㈪
23時　  1010803

四十四田ダムの利活用と
防災を考えよう

①河川課　☎613-8431
②四十四田ダム50周年記念実行委員会

事務局　☎643-7831
①みちのくダム湖サミットin四十四田
ダムの利活用などに関するパネルデ
ィスカッションや基調講演など。

 10月12日㈮13時半～17時
 ホテルメトロポリタン盛岡N

ニ ュ ー

EW    
W
ウ イ ン グ

ING（盛岡駅前北通）
②四十四田ダム50周年記念式典
「ダム50年の歩み」や防災について
のパネルディスカッションなど。

 10月13日㈯13時～17時　
 ホテル東日本盛岡（大通三）

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

本年度のスローガンは「農作業　こ
ころのゆとりで　事故防止」です。秋
の農繁期は、作業者の不注意や農業
機械の誤った操作による事故が発生
しやすい時期なので、ゆとりを持ち、
安全な農作業を心掛けましょう。　

 1008165

いわて就職面接会
ふるさといわて定住財団　☎653-8976

県内に就業場所がある企業との面談
や就職相談など。

 9月21日㈮13時～16時半
 アピオ（滝沢市）
 31年３月卒業予定で県内への就

職を希望する学生や既卒者、一般求
職者など　

 1024079

全国グリーンライトアッププロジェク
ト~患者さんに、希望の光を届けよう
いわて愛の健康づくり財団　☎622-6773
全国で、各県のランドマークを、移
植医療のシンボルカラーであるグリ
ーンにライトアップします。ライトアッ
プされた開運橋と東北電力無線鉄塔
（紺屋町）を撮って「#GR1016」でフ
ェイスブックやツイッター、インスタ
グラムに投稿し、臓器提供の意思表
示の輪を広げましょう。

 10月12日㈮~19日㈮、18時~22時
 1024272
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※特に記載がない場合、費用は無料

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

福祉まるごと
相談会

9/18㈫
15時～20時 アイーナ（盛岡駅西通一）

市社会福祉協議会
☎651-1000
※要事前申込

休日納付相談 9/23㈰
9時～16時

納税課（市役所本庁舎別館２
階）と健康保険課（同１階）

納税課
☎613-8462

全国一斉不動産
無料相談会

10/1㈪
10時～16時 アイーナ（盛岡駅西通一）

全日本不動産協会
岩手県本部
☎625-5900

行政書士による
「暮らしと事業

の無料相談」

▶Nanak（中ノ橋通一)：10/1㈪10時~15時
▶カワトク（菜園一)：10/4㈭は10時~16時、
11㈭・18㈭・25㈭は13時~16時
▶松園地区公民館（東松園二)：10/17㈬13時~16時
※10/1㈪のみ電話でも相談を受け付け

県行政書士会盛岡
支部
☎623-1555

くらしの
法律相談★

10/15・29
月曜
10時～15時 広聴広報課

（市役所本庁舎別館6階）

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557
※要事前申込

無料
法律相談★

10月の毎週水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005
※要事前申込

★相談希望日の前週の9時から受け付け。ただし15日分は、9日から受け付け

教室名・場所など 時間など 定員・対象（費用）
①すくすくキッズ体操体験教室
②ボクシング体験教室
③キックボクシング体験★
④筋トレ＆ボクササイズシェ
イプアップ教室
●盛岡体育館（上田三）
☎652-8855

①10時~11時
②10時~12時
③13時~15時
④14時~15時

 電話・窓口：9/19㈬9時~
※③は申し込み不要

①15組※2歳6カ月~お
おむね３歳の子と保護
者（無料)
②なし（無料）
③なし※初心者（無料)
④30人※18歳以上
（無料）

①アクアビクスなど各種体験会
②水球体験会
③泳力検定会
●市立総合プール（本宮五）
☎634-0450

①10時~16時10分
②14時20分~15時20分
③16時15分~19時

 窓口：9/30㈰20時まで
※①は当日開始15分前から

①お問い合わせください
（無料)
②24人※小学生（無料)
③なし（無料）

①アリーナCUP（３×３バスケ)
②器具を使わない筋力トレー
ニングレッスン
●盛岡タカヤアリーナ（本宮五)
 ☎658-1212

①9時半~13時
②10時~12時

 電話・窓口：9/19㈬9時~

①4チーム※高校生以
上、男女混合可
（無料)
②10人※30歳以上
（無料)

①アイスショー★
②ミニ運動会★
●みちのくコカ・コーラボトリン
グリンク（本宮五）☎601-5001

①12時~13時
②13時半~15時

①②なし
（無料）

市民総参加スポーツの集い

　10月8日㈪体育の日に、市の体育施設で、施設の無料開放
と各教室・体験会を開催します。各教室などは表1のとおり。詳
しくは、各施設またはスポーツ推進課☎603-8013に問い合
わせるか、市公式ホームページをご覧ください。  1016435  

フルコレ2017の様子

第33回 全日本わんこそば選手権 出場者募集！
　【問】 ㈱東家内、全日本わんこそば
　　　    選手権受付係☎622-2252

過
去
の
選
手
権
の
様
子

　次の❶～❹の各部門の出場者を募集。❶❷は１チー
ム３人が１人２分間（合計６分間）で何杯食べられるか
を、❸は15分間で何杯食べられるかを競います。❹はわ
んこそばの歴史や盛岡のそば文化を学んだ後、実際の
選手権のようにわんこそばを食べ、給仕も体験します。
❶こどもグループ選手権（16チーム）

 小学３～６年生の３人で結成したチーム
 １チーム1500円
❷一般グループ選手権（24チーム）

 職場や学校、家族など３人で結成したチーム
 １チーム6000円
❸一般個人選手権（８人）

 中学生以上。他部門との重複不可　  2500円
❹わんこそば選手権体験（16人）

 小学生以下　  500円
※各部門の定員は申し込み状況や会場の都合により変
　更となる場合があります

　はがきや市公式ホームページからダウンロードした申請書に、出場する部
門名と表2の必要事項を記入し、〠020-0871中ノ橋通一丁目８-３、㈱東家内
「全日本わんこそば選手権受付係」へ郵送。ファクス654-8166でも受け付
けます。10月10日㈬必着。定員を超えた場合は抽選。　  1016662

❶～❸は第３位
まで表彰。また、
出場者全員にわ
んこそば手形を
プレゼント！

市民総参加スポーツの集い

初心者弓道教室
市弓道場（加賀野四） 
☎623-8171

9時半~15時
 電話・窓口：9/20㈭9時

~10/4㈭21時

20人
※小学6年生以上
（無料）

盛岡タグラグビーフェスティバル
●いわぎんスタジアム（永井8)
☎632-3344

8時半~11時半
 ファクス：市ラグビー

フットボール協会事務局フ
ァクス624-4303へ。9/30
㈰必着

100人
※小学1年~中学3年生
（無料）

①家族ソフトテニス大会
②初心者ソフトテニス教室
●綱取スポーツセンター
（浅岸字綱取）☎651-9178

①8時~15時
②9時~12時

 はがき・ファクス：住
所・氏名・年齢・電話番号
（①は続柄と経験年数も）
を明記の上、市ソフトテニ
ス協会の吉田さん〠020-
0807加賀野一丁目9-40-402
へ郵送またはファクス050-
8886-5989へ。9/30㈰必着

①なし
※夫婦・親子・きょうだ
いのペア
（1組1000円）
②なし※小学生以上の
初心者~経験年数2年
程度の人
（無料）

　10月
8日

　体育の
日

募集内容 申込方法

 11月11日㈰10時~15時
 盛岡つなぎ温泉　ホテル大観（繫字湯ノ舘）

日時・場所

表2　部門別・必要事項一覧

表1　各教室など（★は当日自由参加。●は無料開放する施設）
教室名・場所など 時間など 定員・対象（費用）

※●の施設の他に、太田テニスコート（上太田穴口）と渋民運動公園総合体育館（川崎
　字川崎）も無料開放します

必要事項 ❶ ❷ ❸ ❹
住所・名前（フリガナ)・年齢・
性別・電話番号 ○ ○ ○ ○

自己（チーム）アピール ○ ○ ○
チーム名・代表者名 ○ ○
学校名・学年・保護者名 ○ ○

 日時　  場所　  対象、定員　  費用　
 申し込み　  問い合わせ　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ

■市の推計人口（8月1日現在）
29万4008人（男：13万9355人、女：15万4653人）
【対前月比】172人減　【世帯数】13万2169世帯

 1019915　  企画調整課613-8397

募　集 お知らせ


