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無
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無
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伊達水泳協会
「夏休みチビッコ水泳教室」

おさなご発見Ｕ ６ひろば

室蘭工業大学ロボットアリーナ・
サイエンススクール参加者募集

日時　 7月28日㈭、３0日㈯、
　 　 　 8 月 2 日㈫、 4日㈭、 ９日㈫
　　　午後 ６時～ 7時３0分
�（ 7 月３0日は午後 4時～ 5時３0分）
場所　市総合体育館温水プール
対象　泳ぎが苦手な市内の小学生
定員　３0人（先着順）
参加費　３,000円
　　　（プール入館料・保険料含む）
申込方法　往復はがきに、氏名・学
年・保護者名・電話番号を書いて
下記に郵送
申込期限 7 月１３日㈬必着
※電話やはがき持ち込みは不可
申込先　〒052－0022梅本町55－5
� ㈲柴田モータース内伊達水泳協会

展示・ミニ講習・親子で体験・スタ
ンプラリーなどを行います。
日時　 7月１4日㈭
　　　午前１0時～午後 2時
場所　室蘭友の家
　　　（室蘭市東町 4－１4－ 7 ）
問　室蘭友の会（☎0１4３－45－0６05）

日時　 7月３0日㈯
　　　午前１0時３0分～正午
　　　 8月１１日㈷
　　　午後 2時～ ３時３0分
対象　小学校 １ ･ 2 年生

日時　 7月３0日㈯
　　　午後 １時３0分～ ３時３0分
　　　 8月１2日㈮
　　　午前１0時３0分～午後 0時３0分
対象　小学校 ３ ･ 4 年生

日時　 7月３0日㈯
　　　午前 ９時３0分～午後 4時３0分
対象　小学校 5年生～中学生
申込期間　 7月 4日㈪～１5日㈮

日時　 8月１１日㈷
　　　午前１0時３0分～午後 0時３0分
　　　 8月１2日㈮
　　　午後 2時～ 4時
対象　小学校 5・ ６年生

日時　 8月 2日㈫～ 4日㈭（全 ３回）
　　　午前 ９時～正午
対象　小学校 5年生～中学生
申込期間　 7月 4日㈪～１5日㈮
※「ブロックキット編」も同日午後
１時から開催。申込別。

日時　 8月 ９日㈫　午前１0時～正午
対象　小学校 ３年生～ ６年生
申込期間　 7月１９日㈫～2９日㈮

各場所　室蘭工業大学
各申込方法　FAX・メールなどで下
記へ（電話申込不可）
※詳細はお問い合わせください

各場所　室蘭工業大学
　　　　ロボットアリーナ
各申込方法　郵便番号・住所・氏名・
学年（学校名）・連絡先などを書
いてFAX・メールなどで下記へ
　（電話申込不可）
各申込期限　 7月１5日㈮
※詳細はお問い合わせください

ここまでの問い合わせ先
室蘭工業大学ロボットアリーナ
（☎・ 0１4３－4６－5３３7
：ra_apply@mmm.muroran-it.ac.jp)

ここまでの問い合わせ先
室蘭工業大学地域連携推進グループ
地域連携ユニット（☎0１4３－4６－
502３　 0１4３－4６－50３３
：chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp)

ぴかぴかボックス☆を作ろう！

アリーナ杯！ロボットダービー 体験しよう！未来を変える夢の新材
料と不思議な超高圧の世界

障害物突破！ホイールロボット

Jr.ロボットスクール2016
サッカーコンテスト編

ゴム動力飛行機を飛ばそう

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　 ９月号掲載希望→ ７月２９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
※掲載の優先順位を定めています
※紙面の都合で掲載できない場合があります
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ここまでの申込方法
電話か市総合体育館温水プール窓
口に直接申し込み
問　市総合体育館温水プール
　　（☎２5－8300）

無
料

無
料

まれっぴいくらぶ
「ウォーターファイト」

市総合体育館温水プールからの
お知らせ

パーキンソン病交流会

第67回伊達高校学校祭
「仮装デモンストレーション」

水鉄砲で水遊びをします。
日時　 7月1６日㈯　午前10時～
場所　みどり会館（南稀府町）
対象　幼児～小学生
持ち物　タオル、着替え
問　伊達福音教会　三浦さん
　　（☎２3－350６）

日時　 7月1２日㈫　午前10時～11時
場所　市総合体育館
　　　温水プール・トレーニング室
対象　６0歳以上の方
定員　15人
参加費　500円（保険料込み）
持ち物　タオル・飲み物

ここまでの申込方法　
市総合体育館温水プール窓口に直
接申し込み

日時　 7月２4日㈰
　　　午前10時30分～正午
場所　市総合体育館温水プールほか
対象　２5m以上泳げる小学生
定員　各10人
　❶ 1 ･ ２ 年生の部
　❷ 3 ･ 4 年生の部
　❸ 5 ･ ６ 年生の部
内容
　❶２5mスイム→ 1㎞ラン
　❷50mスイム→ ２㎞ラン
　❸100mスイム→ 3㎞ラン
参加費　300円
持ち物　水着、ゴーグル、水泳帽子、
　タオル、運動靴など

お子さんの泳力に合わせて指導し
ます。
日時　 7月２９日㈮～31日㈰
　❶午前 ９時～10時
　❷午前10時30分～11時30分
対象　年長～中学生
定員　各50人（先着順）
参加費　２,780円（保険料含む）
申込期限　 7月２7日㈬

水を怖がらない、潜れる、浮ける
ことを目指します。
日時　 8月 1日㈪～ 3日㈬
❶午前 ９時～10時
❷午前10時30分～11時30分
対象　
❶ ２歳 ６ヵ月～ 3歳
❷ 4歳 ･ 5 歳

定員　各２0人（先着順）
参加費　２,780円（保険料含む）
申込期限　 7月２7日㈬

青空の下で散歩やゲーム、レッス
ンなどを行い、昼食を食べましょう。
日時　 7月２4日㈰　正午～午後 3時
場所　だて歴史の杜
（雨天時は市総合体育館温水プール）
定員　30組
参加費　
⃝未就学児：無料
⃝小中学生：100円
⃝高校生以上：300円
持ち物　昼食、敷物、タオル、飲み
物（雨天時は水着）
その他
⃝未就学児 ２人に対し保護者 1人
⃝子どものみの参加は小学生以上

日時　 8月２６日～11月２5日
　　　（全1２回、毎週金曜日、 ９月
　 　 　 ９ 日・30日は除く）
　　　午後 7時30分～ 8時30分
場所　市総合体育館
定員　２5人（先着順）
参加費　６,530円（保険料含む）
申込期限　 7月２９日㈮
持ち物　上靴・タオル・飲み物

伊達高生徒の仮装と踊りを見に来
てください。
日時　 7月1６日㈯
　　　午後 0時45分～ ２時
場所　だて歴史の杜多目的広場
問　伊達高校　大

おお

地
ち

さん
　　（☎２3－２5２5）

日時　 7月1９日㈫
　　　午後 1時30分～ 3時
場所　ふれあい福祉センター
問　氏家さん (☎２5－1６６7)

元気はつらつ教室

ミニアクアスロン大会

ファミリーDEピクニック

夏休み短期水泳教室
　「ジュニア夏短期教室」

夏休み短期水泳教室
　「幼児水慣れ教室」

ＺＵＭＢＡエクササイズ
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