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種目（大会当日の満年齢による）
距離 部門 種 目 区 分 時間制限

1.5㎞ 1 ファミリーの部
（小学1年生～3年生とその家族※）

2㎞

2

小
学
生

男子
4年生の部

20分以内

3 5年生の部
4 6年生の部
5

女子
4年生の部

6 5年生の部
7 6年生の部

10㎞

8 男子Ａの部（高校生以上39歳以下）

75分以内
（中間地点
で35分足
切りあり）

9 男子Ｂの部（40歳以上49歳以下）
10 男子Ｃの部（50歳以上59歳以下）
11 男子Ｄの部（60歳以上）
12 女子Ａの部（高校生以上39歳以下）
13 女子Ｂの部（40歳以上）

3㎞
14

中学生
男子の部

15 女子の部
16 一般女子（高校生以上）の部

※その家族：子どもの両親または祖父母とします。

▶申し込みはお早めに！

　10kmの部：先着550名
○定員になり次第、締め切ります。

▶参加される方へ［開催上の注意点］

○�駐車場の確保が難しい状況ですので、市内
在住の方は徒歩、自転車でご来場ください。

※詳しくは開催要項をご覧ください。

参加資格／健康で、各種目の制限時間内に完走できる方
　　　　　※車椅子の方は参加できません。
参 加 料／ファミリー3,000円、一般2,500円、高校生2,000円、小・中学生1,300円
申込方法／①�総合体育館、陸上競技場および市内公民館に備え付けの申込用紙（払込取扱票）に必要

事項を記入し、最寄りの郵便局または総合体育館までお申し込みください
　　　　　②インターネットでも受付可　ランテス：RUNTES（http://runnet.jp/）
主　　催／岩沼市・岩沼市教育委員会・岩沼市体育協会・河北新報社
問 ／いわぬまエアポートマラソン実行委員会事務局（総合体育館内�☎24-4831）

日時／12月7日㈰（雨天決行）　　会場／陸上競技場周辺コース
申込期間／9月9日㈫～10月17日㈮（当日消印有効・先着順1,100名）

第 23 回
いわぬまエアポートマラソン出場者募集

ボランティア募集
　大会当日に運営を支えて
いただく市民ボランティア
も同時に募集しています。
あなたもボランティアとし
て、大会運営に参加してみ
ませんか。
※�下記問い合わせ先にご連
絡ください。

▶第23回いわぬまエアポートマラソン
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講座名 生活雑貨ペイント お菓子教室 フラワーアレンジ講座 日本料理

内　容

白磁コースター（3 枚）に
絵付け

フロランタン・サブレ、
さつま芋と黒胡麻のパン

初心者もできます
「生花のウエディングブーケ」
（ティアドロップ型）

舞茸御飯、さつま芋の栗揚
げ、すすきそうめん、六角
里芋・紅葉人参・揚げ巻湯
葉の炊き合わせ、だし巻き
卵焼き、秋刀魚の菊花揚げ

白磁コースター（丸か四角）
に転写紙（花・動物・他）を
選んで貼ります。作品は焼
成後のお渡しになります。

キャラメリーゼしたアーモ
ンドをのせたクッキー、
さつま芋がたっぷりはいっ
た黒胡麻生地のパン

ウエディングブーケを作り
ます。実際に使える仕上が
りですので、本番に向けて
の練習になります。

曲げわっぱの弁当箱を使用
して懐石風に作ってみませ
んか。秋らしい盛りつけに
なっています。

日　時 9 月 19 日㈮  
9：30 ～ 12：30

9 月 20 日㈯  
10：00 ～ 13：00

9 月 22 日㈪  
13：00 ～ 15：00

10 月 11 日㈯ 
 10：00 ～ 13：00

場　所 ハナトピア岩沼  
研修室第 2

ハナトピア岩沼  
体験加工室

ハナトピア岩沼  
研修室第 2

ハナトピア岩沼  
体験加工室

募　集 10 名 （最少催行 3 名） 12 名 （最少催行 4 名） 10 名 （最少催行 1 名） 15 名 （最少催行 5 名）
締　切 9 月 9 日㈫ 9 月 10 日㈬ 9 月 12 日㈮ 10 月 1 日㈬
参加料 1,500 円（材料費含む） 2,700 円（材料費含む） 3,500 円（材料費含む） 2,500 円（材料費含む）
講　師 曵地 未紀 さん 只木 満理 さん 山本 明美 さん 及川 孝子さん
持ち物 特になし エプロン・タオル・筆記用具 ハサミ・新聞紙・ゴミ袋 エプロン・三角巾・筆記用具

ハナトピア岩沼体験講座

申込／講座名・開催日時・氏名・住所・電話番号を記入の上、はがきまたはファクスで下記まで　※窓口で直
接申し込みも可能です。※電話では受け付けいたしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神7-1 ☎23-4787  24-4887）

「法の日」無料相談所を開設します

※「法の日」とは・・・
　昭和 3年 10月 1日に陪審法が施行されたことによっ
て、翌年から 10 月 1 日が「司法記念日」と定められ、
国民主権のもとに、国をあげて法を尊重し、法によって
個人の基本的権利を擁護し、法によって社会秩序を確立
する精神を高揚するため、創設されたものです。

　10月1日は「法の日」※です。その記念行事として、
司法書士と行政書士による無料法律相談を行います。ま
た、人権擁護委員、行政相談委員、心配ごと相談員、消
費生活相談員による各種相談も行います。気軽にご相談
ください。

日時／10月1日㈬　9時～15時
会場／市役所6階の各会議室
　司法書士・行政書士・行政相談・心配ごと相談：第1会議室
　消費生活相談：第1会議室
　人権相談：第7会議室　
※相談内容の秘密は守られます。
※予約は不要ですが、相談者が多い場合はお待ちいただ
　くこともあります。

問／さわやか市政推進課（☎内線 643）

市民活動サポートセンター

　市民同士・市民活動団体同士の情報交換
や交流の場として「なかま交流サロン」を
開催します。
　5回目の今回は、里山や山野草などで市
民活動をしている皆さんを迎え「自然に親
しみ　岩沼をさわやかにしよう」をテーマ
に行います。
　どなたでも参加できますので、これから
の活動のヒントを見つけに足を運んでみま
せんか。

第 5 回　なかま交流サロン 
～自然に親しみ	岩沼をさわやかにしよう～

日時／9月27日㈯　10時～12時
場所／旧勤労青少年ホーム 1階 集会室
内容／①団体による活動状況発表
　　　②参加者による情報交換

問／市民活動サポートセンター
　（☎35-7205）

なかま交流サロン を開催します

▶ニュース＆インフォメーション
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