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あばしりを走るランナーの応援をしませんか？

オホーツク網走マラソン２０１９

2019年
間
期
集
募

事前説明会

★網走マラソンのコースとなっている、網走刑務所、
　能取岬、レイクサイドパーク・のとろ、大曲湖畔園
　地など、色々な場所での作業があります。
★高校生以上で、ボランティア活動に熱意を持ち、仲
　間と元気に活動できる方を募集します。
★ボランティアのみなさんには、ボランティアウェア
　とキャップを支給いたします。
★たくさんのご応募をお待ちしております。ランナーと
　一緒に大会を盛り上げよう！

2019.9.29 フルマラソン・5km・3km

９月７日（土）14：00～16：00

事前説明会へ必ず出席することがボランティア
応募の条件となります。

ボランティア
募集!

●会場設営・撤去 ●総合案内
●フィニッシュ対応 ●荷物預り
●バス乗降案内 ●コース・駐車場誘導
●給水・給食サービス

５月７日～６月２８日

〈オホーツク網走マラソン公式ウェブサイト〉
http://www.abashiri-marathon.jp

aba_marathon@city.abashiri.hokkaido.jp
FAX ０１５２ ４４ ９７６８

受付時間 9:00～17:00
（土・日・祝日を除く。）

オホーツク網走マラソン事務局
☎０１５２ ６１ ２３６０

【お申込み方法】参加申込書に必要事項をご記入の上、
下記お申込み先に郵送または FAX してください。
※申込書は大会ホームページからプリントアウトすることができます。
　詳細については、事務局までお問い合わせください。

●救護

★救護ボランティアについては、医師、看護師、救急救
　命士の資格を持っている方を募集します。

オホーツク網走マラソン２０１９

ボランティア
５月７日～６月２８日

あばしりを走るランナーの応援をしませんか？

(火) (金)(金)

●通訳（中国語、英語）

こんな仕事があります

場所　エコーセンター2000　大会議室

あばしり広
報 6



あばしり広
報7

生後90日を経過したら、30日以内に市町村へ登録し、
狂犬病予防注射を接種しなければなりません。
小型犬や室内犬も登録・予防注射の対象です。

登録は一生涯ですが、予防注射は毎年１回受けなければなりません。
これを怠ると、狂犬病予防法違反で罰せられますので注意しましょう。

～平成31年度狂犬病予防注射日程～
◆注意事項◆　 犬の体調が心配な方は獣医師に相談してください。獣医師の判断のもと、接種を猶予すること

もできます。予防ワクチンは会場または動物病院で接種できます。

◆ 料　金 ◆　 接種料2,560円と注射済票交付手数料550円（計3,110円）が必要です（釣銭の無いようにご用意願
います。）。さらに新規登録される方は、登録手数料として別に3,000円が必要です。

※１　北西地区の「エコーセンター第３駐車場」は、
㈱朝倉商店冷凍工場側の駐車場です。

※２　鱒浦地区の「緑ヶ丘団地バス停」は、元丸
田組資材置場向かいと同じ場所です。

※３　藻琴地区の「藻琴消防横」は、藻琴駐在所
の隣にある新しい詰所です。

犬を飼われている皆さんへ

月　日 時　間 場　所 地　区 月　日 時　間 場　所 地　区

5月7日
（火）

 9:20～ 9:40 高石フルーツ園そば 天都山

5月14日
（火）

 9:20～ 9:30 山下電気横 鱒　浦
 9:50～10:00 屋根付ｺﾞﾐﾎﾞｯｸｽそば 天都山  9:40～ 9:50 ｵｼｮｯﾌﾟ町内会ﾘｻｲｸﾙ収集所前 鱒　浦
10:10～10:20 民宿ランプ前 新　町 10:00～10:10 オホーツク児童公園 鱒　浦
10:30～10:40 大曲西公園 大　曲 10:20～10:35 緑ヶ丘団地バス停　※２ 鱒　浦
10:50～11:00 ㈱伝書鳩網走支店横 三眺･大曲 10:45～11:15 羽衣公園 鱒　浦
11:10～11:20 新星町内会館前 新　町 13:40～13:55 浦士別Ａコープ横 浦士別
13:20～13:40 向陽ヶ丘配水塔前 向陽ヶ丘 14:05～14:20 音根内集会所 音根内
13:50～14:10 向陽ヶ丘第1公園 向陽ヶ丘 14:30～14:40 丸実研修センター前 丸万･実豊
14:20～14:40 向陽ヶ丘住民ｾﾝﾀｰ前 向陽ヶ丘

5月15日
（水）

 9:30～ 9:45 北浜消防横 北　浜

5月8日
（水）

 9:20～10:10 ｶｰﾌﾞｽ網走裏駐車場 つくしヶ丘  9:55～10:10 日本フードパッカー前 藻　琴
10:20～10:30 つくし児童センター つくしヶ丘 10:20～10:35 藻琴消防横　※３ 藻　琴
10:40～10:50 つくし6丁目公衆ﾄｲﾚ前 つくしヶ丘 10:45～11:05 原生牧場入口 藻　琴
11:05～11:35 市役所本庁舎裏 南　東 13:30～13:40 遠藤商店前 山里･昭和
13:10～13:25 市民会館裏 南　西 13:50～14:00 松原商店前 稲　富
13:35～13:45 若草団地入口 錦　町 14:15～14:30 中園公会堂 中　園
13:55～14:10 オホーツク電業前 錦町･南西 14:40～14:50 JAあばしり小麦乾燥施設 東網走
14:20～14:30 鉄南会館前 南　西 15:00～15:10 豊郷公民館 豊　郷

5月9日
（木）

 9:20～10:10 潮見神社横 潮　見

5月16日
（木）

 9:40～10:00 能取公民館前 能　取
10:20～10:50 潮見保育園横 潮　見 10:10～10:25 平和会館前 平　和
11:00～11:10 潮見サニー公園 潮　見 10:35～10:55 鉄道記念館前 卯原内
13:20～13:40 龍雲寺前 潮　見 11:05～11:15 西網走ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ前 卯原内
13:50～14:40 潮見簡易郵便局前 潮　見 13:30～13:40 哘昭吉宅前 嘉多山

5月10日
（金）

 9:20～ 9:35 駒場東町内会館 駒　場 13:50～14:05 嘉多山総合研修ｾﾝﾀｰ前 嘉多山
 9:45～10:00 すぎな第一公園 駒　場 14:25～14:40 二見ヶ岡会館前 二見ヶ岡
10:10～10:25 駒場南ひばりヶ丘町内会館 駒　場 14:50～15:05 内藤組資材置場 二見ヶ岡
10:35～11:15 駒場住民センター 駒　場

5月17日
（金）

 9:20～ 9:40 桂町墓地駐車場 桂　町
13:20～13:30 旧ホテルﾋﾞｭｰﾊﾟｰｸ前 呼　人  9:50～10:05 第一中学校正門横 台　町
13:40～13:50 もとよし旅館前 呼　人 10:15～10:35 市役所本庁舎裏 南　東
14:15～14:25 中央公園公衆トイレ横 南　西 13:30～13:40 旧かんぽの宿入口ｹﾞｰﾄ前 呼　人

5月12日
（日）  9:30～11:30 市役所本庁舎前

（平日に来られない方）
13:50～14:00 西網走漁業協同組合集会所横 呼　人
14:10～14:25 呼人消防横 呼　人

5月13日
（月）

 9:20～ 9:40 保健センター駐車場 北　西 14:35～14:45 鱒取川バス停 呼　人
 9:50～10:00 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局庁舎裏 北　西
10:10～10:20 ほくせい公園前 北　西
10:30～10:45 総合福祉センター向かい 北　東
10:55～11:05 緑町児童公園横 緑　町
13:20～13:30 二ツ岩簡易郵便局前 二ツ岩
13:40～13:50 ユースホステル前 明　治
14:00～14:10 三吉神社向かい 海岸町
14:20～14:35 ｴｺｰｾﾝﾀｰ第3駐車場　※１ 北西･北東 問い合わせ／生活環境課環境対策係

　　電　話／ 44-6111　内線340･405


