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料 絵画夏季講座モデル募集

伊達卓球スポーツ少年団クラブ
「フルハウス」卓球少年団員募集

在宅緩和ケア支援広場
「あっとほーむ」

「歯と口の健康週間」
イベント

室蘭工業大学ロボットアリーナ
「ロボブロックで楽しくプログラミング！」

日時　 6月 ５日㈰
　　　午前10時～午後 4時
場所　室蘭市市民会館
内容　８0２0 コンテスト・歯科相談・
口の健康チェック・口腔清掃指導・
体験フッ化物洗口など

日時　 6月 4日㈯・11日㈯
　　　午後 1時～ 4時
場所　室蘭工業大学ロボットアリー　
　ナ（当選者に地図を郵送）
対象　
⃝ 6月 4日㈯　小学校 4～ 6年生
⃝ 6月11日㈯　小学校 ２・ 3年生
定員　各 ５人（申込多数時抽選）
申込期限　 ５月２0日㈮
申込方法　郵便番号・住所・氏名・
学年（学校名）・連絡先・イベン
ト名・希望日を明記し、FAX・持参・
郵送・メール・HP からのどれか
の方法で下記へ (電話申込不可 )
問　室蘭工業大学ロボットアリーナ
（室蘭市水元町２7－ 1
☎ ･ 0143－46－５337
：ra_apply@mmm.muroran-it.
ac.jp）

日時　 ８月２５日㈭～31日㈬
　　　午前 ９時～午後 ５時
場所　市アートビレッジ文化館
対象　２0歳以上の方
申込期限　 7月２９日㈮
※詳しくはお問い合わせください
問　噴火湾アートビレッジ
　　（☎２1－５0５0）

　伊達卓球スポーツ少年団クラブ・
フルハウスでは、団員を募集してい
ます。まずは見学だけでもいかがで
すか。
練習日　毎週 3回
対象　小学生～中学生
問　大西さん（☎２５－５66８）

日時　 ５月２0日㈮
　　　午後 1時30分～ 3時30分
場所　日鋼記念病院緩和ケア病棟
対象　地域のがん患者・家族
内容　
⃝ミニレクチャー
　「がんにまつわるお金のはなし～　
　はたらく世代の支援」
⃝ミニレシピ
　療養を支える食事の工夫を紹介
⃝催し
　アロママッサージ、相談コーナー、
　音楽療法など
問　がん相談支援センター
　　(☎0143－２２－２２２５)

小・中学生が描いた図画・ポスター
のうち表彰作品を展示します。
日時　 6月 4日㈯・ ５日㈰
　　　午前10時～午後 4時
　　　（ 4日は午後 ２時～）
場所　カルチャーセンター
問　室蘭歯科医師会
　　（☎0143－43－3５２２)

歯の健康教室と図画・ポスター展

図画・ポスター展示

みんなの掲示板 掲載ルール
<原稿の提出締切>
◦発行月の前々月末日（例　 7月号掲載希望→ 5月31日提出期限）
◦イベント開催日や申込締切日が上旬の場合、開催日のひと月前の号に掲載
<掲載できないもの>
●政治活動、宗教活動、営利目的とするもの（将来的に可能性のあるものを含む）
●公序良俗に反するもの
●掲載が編集上不適当な内容・目的と認められるもの
＜掲載優先順位＞
❶市の指定管理者がその管理施設で行う自主事業
❷市以外の公共的団体が主催する事業
❸市民が主催する事業
　●市内で活動するサークル・同好会などの会員募集
　●市内で開催される催し（公益性が高いもの、参加費が低額であるものを優先）
　　※紙面の都合で掲載できない場合あり
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市体育協会からのお知らせ

伊達赤十字病院がんサロン
「アロニア」

伊達騎馬武者保存会
「乗馬体験教室」

スペシャルDAKC
「ジャンボパーティー」

高校演劇三校合同公演
「報道センター123」

胆振消費者協会連合会
研修会

アクティビティ音楽教室
参加者募集

すくすく＆よちよち足育KIDS
クラス体験会

パーキンソン病交流会

日時　 6月 7日㈫（雨天決行）
　　　午前 ８時30分～午後 1時
　　　（受付 ：午前 ８時～）
場所　関内パークゴルフ場
対象　市内在住で昭和11年以前生ま　　　
　れの方
定員　100人（先着順）
参加費　700円（保険料など含む）
申込期限　 ５月２0日㈮

日時　 ５月1２日㈭　午後 1時30分～
場所　同院放射線科外来
対象　がんと診断された方とそのご　
　家族
内容　「心やからだのつらさを語り
　合ってみませんか？」
問　がん相談支援センター
　　横川さん（☎２２－２311）

　ジャンボなハンバーグやプリンを
食べよう！
日時　 ５月２1日㈯　午前10時～
場所　伊達福音教会（鹿島町）
対象　幼児～小学生
問　三浦さん（☎２3－3５06)

　伊達武者まつりで騎馬を担当して
いる伊達騎馬武者保存会では、乗馬
体験教室を開催します。この機会に、
乗馬の魅力に触れてみませんか。
日時　 6月 4日～２５日　午後 1時～
　　　（全 4回・毎週土曜日）
場所　
　⃝学科　ふれあい館
　⃝実技　伊達武者ホースランド
　　　　　（中稀府町）
対象　小学校 ５年生以上の方
定員　30人
参加費　小・中・高生 ２,000円、
　　　　大人 3,000円
申込期限　 ５月２５日㈬
問　岡倉さん（☎２５－1５1５）

　伊達緑丘高校・室蘭清水丘高校・
登別明日中等教育学校の演劇部によ
る合同公演です。
日時　 ５月２1日㈯　午後 1時30分～
　　　（開場は午後１時～）
場所　カルチャーセンター
問　登別明日中等教育学校
　　酒井さん (☎0143－８５－03５1)

日時　 ５月２4日㈫　午後１時～
場所　カルチャーセンター
対象　市内在住の方
内容　消費者はどう選ぶ「電力小売　
　自由化と私たちの暮らし」
問　消費者協会 (☎２５－4067)

　音楽を通して楽しみながら心身を
リフレッシュしませんか。
日時　 ５月～来年 3月
　　　（全10回・毎月第 3水曜日）
　　　午前10時30分～11時30分
　　　※ ８月は除く
場所・問　市社会福祉協議会
　　　　　�(☎２２－41２4)

日時　 ５月14日㈯
⃝よちよちクラス　午前10時～
⃝すくすくクラス　午後 1時～
場所　ゆとりの空間HugRuu（末永町）
対象　
⃝よちよちクラス
　お座りができるお子さん～ ２歳
⃝すくすくクラス　 ２歳～ 6歳
講師　米丸あや子さん
　　　（足育インストラクター）
参加費　一家族８00円
問　米丸さん（☎0５0－3５7５－01８4)

日時　 ５月17日㈫　午後 1時30分～
場所　ふれあい福祉センター
問　松村さん（☎２3－５606）

日時　 6月 ９日㈭
　　　集合 ：午前 ８時1５分
集合場所　市総合体育館玄関前
コース　大滝総合運動公園
　　　　（荒天時は市総合体育館内）
定員　２0人（先着順）
参加費　５00円（昼食 ･保険料含む）
申込期限　 6月 3日㈮
持ち物　ノルディックウォーキング
用ポール（レンタルあり300円）、
飲み物、タオル、帽子（荒天時は
上靴）
問　市体育協会（☎２3－８600）

第１回傘讃パークゴルフ大会

春のノルディックウォーキング


	広報だてNo693_Part24
	広報だてNo693_Part25



