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無
料

バドミントン「シャトル同好会」
会員募集

ミニバレーボールサークル
「Ｂarbies」男女メンバー募集

癒やしの空間～音楽とともに～

第35回有珠磯まつり

第 8回プラチナエイジ・
パークゴルフ交流大会

製鉄記念室蘭病院
「市民健康セミナー」

室蘭ＬＤを考える会
教育講演会「地域を見据えて」

日時　 7月 2日㈯　午後 2時～
　　　（開場：午後 1時～）
場所　カルチャーセンター
内容　クラシック＆ポピュラー、
　ジャズ、カントリー＆ブルース
　など
参加費　500円（午後 1時50分まで
　はウエルカムドリンク付き）
チケット取り扱い　
　カルチャーセンター窓口
※未就学児の入場はご遠慮ください
問　伊達メセナ協会（☎22－1515）

　楽しいイベントを用意しています。
日時　 7月 3日㈰
　　　午前 9時～午後 3時
場所　有珠海水浴場
問　同実行委員会事務局　矢内さん　　
　　（☎090－1642－4350）
※有珠海水浴場のオープン期間は 7
月 3日㈰～ 8月21日㈰です

日時　 7月 7日㈭
　　　午前 8時～午後 1時
　　　（受付：午前 7時30分～）
場所　関内パークゴルフ場
対象　
●市内在住の男女ペア
●ペアの年齢の合計が140歳以上
参加費　 1ペア1,400円
　　　　（保険料など含む）
申込期限　 6月17日㈮
問　市体育協会（☎23－8600）

日時　 6月15日㈬　午後 3時～
場所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ　
　ンター
演題　「背骨の変形とその治療」
講師　小谷善久さん（同院副院長・　　
　脊椎脊髄センター長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－47－4404）

日時　 7月 2日㈯
　　　午後 1時30分～ 4時
場所　胆振地方男女平等参画センター　　
　　　（室蘭市東町 4丁目）
定員　70人
講師　二宮信一さん
　　　（北海道教育大学釧路校教授）
参加費　500円
※事前にお申し込みください
問　熊谷さん（☎0143－23－1923）

バドミントンを通して、仲間と楽
しみながら健康作りをしませんか。
日時　毎週火・金曜日
　　　午前 9時30分～正午
場所　市総合体育館
問　高野池さん（☎22－3032）

ミニバレー始めてみませんか。初
心者大歓迎です。体験・見学はいつ
でもお待ちしています。
日時
●毎週月・水曜日
　午後 7時30分～ 9時30分
●金曜日
　午前 9時30分～正午
場所　市総合体育館
会費　月1,000円
問　佐藤さん
（ ：ayanosuke-pp@docomo.ne.jp）

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　 8月号掲載希望→ 6月30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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久井康夫絵画展

若石健康法（若石リフレクソロジー）
参加者募集

ファミリー体力測定会

いきいき茶ろん
参加者募集

ウェルネスプラス
体験会のお知らせ

カラオケ教室無料体験

伊達緑丘高校吹奏楽局
第31回定期演奏会

市民パークゴルフ教室

油彩画、水彩画、パステル画など
を35点程度展示します。
日時　 6月 8日㈬～13日㈪
　　　午前 9時～午後10時
　　　（初日は午後 1時～、
　　　　　 最終日は午後 3時まで）
場所　カルチャーセンター
問　久井さん（☎23－1118）

日時　 6月15日㈬
　　　午後 1時30分～ 3時
場所　いきいき食堂（鹿島町）
参加費　1,080円
※事前にお申し込みください
問　砂土居さん
　　（☎080－1891－3717）

バランススポーツで心身ともにリ
フレッシュしよう！
日時　 6月13日㈪
　　　午後 7時～ 7時50分
対象　19歳以上の方
定員　10人（先着順）
参加費　1,000円
申込期限　 6月10日㈮

日時　 6月19日㈰　午前 9時～正午
場所　市総合体育館
対象　小学生～78歳の方
　　　（小学生は保護者同伴）
測定内容　握力、上体おこし、垂直
とび、閉眼片足立ち、シャトルラ
ンなど
参加費　100円
持ち物　上靴、タオル、飲み物、運
動しやすい服装
※スリッパ・サンダル・ジーンズで
の参加不可
問　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－8300）

基礎クラスを無料体験。トランポ
リンを跳んでみよう！
日時　 6月21日㈫
　　　午後 6時15分～ 7時15分
対象　小学生
定員　15人（先着順）
申込期限　 6月17日㈮

各場所　フラットホール（舟岡町）
各申込方法
　メールかＦＡＸで下記へ
問　ウェルネスプラス
（☎080－1863－5844　 82－6026
：wellness@1.so-net.jp）

　健康を維持するために、歌ってみ
ませんか。
日時
　 7月 4日㈪・11日㈪・25日㈪
　午後 1時～ 3時
場所　中央区末永集会所
問　浜田さん
　　（☎080－1885－2631）

日時　 6月19日㈰　午後 2時～
　　　（開場は午後 1時30分～）
場所　カルチャーセンター
曲目　行進曲「希望の空」、運動会
コレクションなど
入場料　中学生以上500円
　　　　（前売り400円）
問　伊達緑丘高校　三浦さん
　　（☎24－3022）

日時　 6月26日㈰
　　　（受付：午前 8時45分～）
場所　関内パークゴルフ場・研修室
申込方法　次のどちらかで申し込み　
●関内パークゴルフ場管理室で申込
用紙に記入
●市体育協会に電話（☎23－8600）
申込期限　 6月15日㈬
問　宍戸さん（☎23－1026）

日時　 6月13日㈪　午後 1時30分～
講師　ひだまりの杜会員

日時　 6月30日㈭　午後 1時30分～
講師　増岡深雪さん
参加費　300円（コーヒー付）

各場所　いきいき食堂（鹿島町）
この他、毎月「薬膳料理教室」を
開催しています。参加ご希望の方は
お問い合わせください。
※どの行事も要事前予約
問　いきいき茶ろん　川村さん
　　（いきいき食堂内☎22－8877)

無
料タオル帽子作り

第 2回音楽で若がえり体操

大人のためのトランポリン・ボルダリング体験会

こども体操教室体験会
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