
スポーツの秋を
楽しもう！

　10月９日㈪の体育の日に「希望郷いわて
国体・希望郷いわて大会開催１周年記念　市
民総参加スポーツの集い」を開催します。日
程と会場は次のとおり。また当日は、無料開
放する体育施設も。開放時間や利用方法につ
いて詳しくは、各施設かスポーツ推進課☎
603-8013へどうぞ。

（浅岸字綱取）☎651-9178

次の施設も無料開放します

■家族ソフトテニス大会
【時間】８時～15時【費用】
１組1000円【種目】夫婦か親

■は事前申し込みが必要です。★は申し込み不要。当日会場へどうぞ。費用の記載がないイベントは参加無料です。
また、施設開放について、※印がある施設は部屋などにより開放時間が異なります。詳しくは各施設へお問い合わせください。

綱取スポーツセンター

・太田テニスコート（上太田穴口）
　☎658-0113
　９時～17時

市立武道館

★初心者なぎなた教室
【時間】９時～11時【対象】小学生以上
★初心者杖道教室
【時間】15時～17時【対象】小学生以上

（住吉町）☎654-6801

各教室に参加した小学生以
下

の子には、お菓子の無料配
布

もあるよ（限定100人）

（上田三）☎652-8855

■すくすくキッズ体操体験教室
【時間】①10時～11時②11時～12時【対
象】保護者と①２歳６カ月～29年度に４
歳になる子②29年度に５・６歳になる子
【定員】各15組【申し込み】９月20日㈬
９時から先着順に電話または直接受け付け

盛岡体育館

10/９㈪
体育の日

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク
（本宮五）☎601-5001

★アイスダンスなど氷上競技の
　デモンストレーションと氷上運動会
【時間】10時～13時45分
★カーリング無料体験
【時間】①11時～12時②13時～14時③
15時～16時【定員】各先着10人

柔・剣道場
を開放！

スケート
リンク
を開放！

テニスコート
を開放！

■姿勢快善ストレッチ
【時間】９時半～10時半

■キッズランド～ボールとマットで遊ぼう
【時間】10時45分～12時15分【対象】
29年度に４・５歳になる子【定員】20人

■初心者スポーツチャンバラ教室
【時間】13時～14時半【対象】29年度に
６歳になる子～小学２年生

■心身統一合気道初心者教室
【時間】13時～16時【対象】29年度に４
歳になる子以上【定員】20人
【申し込み】いずれも９月20日㈬10時か
ら電話または直接受け付け。定員があるも
のは先着順

（本宮五）☎634-0450

■泳力検定会
【時間】16時～19時【申し込み】市体育
協会のホームページから申込書をダウン
ロードし、メールアドレスso-go-pool@
morioka-taikyo.or.jpへ送付。同プール窓
口でも直接受け付けます。９月30日㈯必
着。持参の場合は同日20時締め切り

市立総合プール プール
を開放！
10時～
　20時半

（永井８）☎632-3344

■盛岡タグラグビーフェスティバル

いわぎんスタジアム
グラウンド
を開放！
９時～17時

14時～18時

アリーナなど
を開放！

※

（加賀野四）☎654-6801

■初心者弓道教室
【時間】10時～15時※昼食持参【対象】
小学６年生以上【定員】10人【申し込
み】９月20日㈬10時から先着順に電話ま
たは直接受け付け

市弓道場 弓道場
を開放！

15時半～
　　21時

※

※

・渋民運動公園総合体育館（川崎字
　川崎）☎683-1636
バドミントン・卓球コート：９時～17時
トレーニングルーム：９時～21時

・盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
　☎658-1212
アリーナ：９時～16時
フットサルコート：17時～21時
トレーニングルーム：９時～21時

【時間】８時半～11時半【内容】タック
ルの代わりに腰に着けたタグを取る新しい
スタイルのラグビーを楽しむ【対象】小・
中学生【定員】100人【申し込み】住所と
名前、年齢、電話番号を記入し、市ラグ
ビーフットボール協会ファクス624-4303
へ。９月30日㈯17時締め切り
■2017サッカーカーニバル
【時間】９時～15時【内容】８人制サッ
カーをする【対象】市内サッカー少年団ま
たはクラブチームに所属している小学６
年生【申し込み】所属する団体の代表者が
取りまとめ、９月30日㈯17時までに市サッ
カー協会☎635-6447に電話で申し込み
★ラグビー公開試合
【時間】①12時～13時半②13時半～14時
半【対戦チーム】①岩手不惑ＶＳ仙台ゆう
わく②緑生園ＶＳ盛岡消防本部

子、きょうだいの各ペアの部※１人１種目
のみ参加可能

■初心者ソフトテニス教室
【時間】９時～12時【対象】小学生以上
で初心者～経験年数２年程度の人
【申し込み】いずれも住所と名前、年齢、
電話番号、続柄、種目、経験年数を記入し、
市ソフトテニス協会ファクス050-8886-
5989へ申し込み。はがきの場合は、〠
020-0807加賀野一丁目９-40-402、同協
会の吉田豊

とよ

明
あき

さんへ郵送。9月30日㈯必着
※いずれもラケットやボールなど持参

★ピラティス体験会
【時間】①10時～11時②11時15分～12時
15分【対象】小学生以上【定員】各20人
★からだのお悩み相談会
【時間】10時～17時
★ドライランド体験会
【時間】10時10分～10時50分【内容】水
泳のための陸上トレーニングを体験
★アクアビクス体験会
【時間】10時10分～10時50分
★スイムクリニック 
【時間】①11時～11時40分②11時50分
～12時半③12時40分～13時20分④13
時半～14時10分⑤14時20分～15時【対
象】①29年度に4～6歳になる子②～⑤中
学生以上【定員】①10人②～⑤各20人
【内容】①水慣れからバタ足②自由形③平
泳ぎ④背泳ぎ⑤バタフライ
★トランポリン体験会
【時間】14時～14時半【対象】小学４～
６年生【定員】10人
★競泳飛び込み体験会
【時間】15時10分～15時40分
【受け付け】各体験会とスイムクリニック
はそれぞれ開始15分前から受け付けます

第32回 全日本わんこそば選手権出場者募集！

11月12日㈰10時～15時　

申込方法募集内容

ハイ、
　どんどん！

　【問】㈱東家内、全日本わんこそば
　　　　選手権受付係☎622-2252

日時 場所

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！

過
去
の
選
手
権
の
様
子

盛岡つなぎ温泉　ホテル紫苑（繫字湯ノ舘）

　次の❶～❹の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
を競います。
❶こどもグループ選手権（16チーム）
【対象】小学３～６年生の３人で結成したチーム
【参加料】１チーム1500円
❷一般グループ選手権（24チーム）
【対象】職場や学校、家族など３人で結成したチーム
【参加料】１チーム6000円
❸一般個人選手権（８人）
【内容】15分間で何杯食べられるかを競う
【対象】中学生以上。他部門との重複不可
【参加料】2500円
❹わんこそば選手権体験（16人）
【内容】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
【対象】小学生以下
【参加料】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

表 部門別・必要事項一覧
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・電話番号 ○ ○

　申込書（市公式ホームページに掲載）やはがきに、
出場する部門名と表にある必要事項を記入し、〠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。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。
【広報ＩＤ】1016662

　もりおか女性センターは、男女共同参画社会の推進に向け、
プラザおでって（中ノ橋通一）で次のとおり映画祭を開催しま
す。【広報ＩＤ】1001892

【日時・上映内容】

▼10月20日㈮
①13時半～
　「92歳のパリジェンヌ」（106分間）
②16時20分～
　「米軍基地の町に生きる」（65分間）
③18時半～
　「何を怖

おそ

れる～フェミニズムを生きた女性
　たち」（111分間）

▼ 10月21日㈯
①10時～
　「92歳のパリジェンヌ」（106分間）
②13時半～
　「おじいちゃんの里帰り」（101分間）
③15時25分
　「マララ～教育を求めて闘う少女」（30分間）
※両日とも①の上映後に、「もりおか映画祭」前
　実行委員長の山田裕

ひろ

幸
ゆき

さんをゲストにトークイ
　ベントを開催。上映映画などについて語ります
【定員】各回120人
【費用】一日共通券：前売り1000円、当日
1200円。前売り券を９月20日㈬９時からプ
ラザおでって２階の観光情報プラザで販売

【問】もりおか女性センター☎604-3303

女性センター
フェスティバル2017
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同センターを利用して
いる団体の活動内容も
展示します。【日時】
20日㈮９時～21時半・
21日㈯９時～17時【費
用】無料

学ぶそして深く考える
～認めあう社会へ～

第11回 
盛岡市民育樹祭

【日時】10月14日㈯10時～14時
【場所】平成市民の森（川目３）

※シャトルバス出発時刻
　玉山総合事務所：8時20分
   上の橋観光バス専用駐車場：９時
　都南総合支所：９時

【内容】森の手入れのため、杉の枝打ち作業の体験を
行う他、間伐や機械による枝打ちなどを見学。クルメ
ツツジの記念苗木のプレゼントや昼食時には芋の子汁
の振る舞いも
【定員】120人
【費用】無料
【申し込み】９月19日㈫９時から林政課☎626-7541
で先着順に電話受け付け

　市民参加の森林づくりを通して森林の大切さを学ぶ育
樹祭を開催します。今できることから始め、未来のため
に森林を守っていきましょう。【広報ＩＤ】1016886

【問】林政課☎626-7541

未来の森林を
　守るのは君だ

過去の育樹祭での枝打ちの様子

市民育樹祭は「い
わての森林づくり
県民税活用事業」
です
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