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室蘭ＬＤを考える会
教育講演会「大切な人との
関わりに苦しむまえに」

無
料

無
料

無
料

無
料

無
料無

料

Living�in�Praise（LiP）
ゴスペルライブ�in�伊達

いきいき茶ろん
参加者募集

伊達ミニバレーボール協会
ミニバレーを体験しませんか

製鉄記念室蘭病院
第27回市民公開健康セミナー

「救急の日」講演会

日本野鳥の会
「探鳥会」に参加しませんか

自然・文化にふれる
有珠丸ごと市民観察会

赤十字病院　健康生活支援講習
「体の自然な動きって？
　これを知って楽に介助しよう」

日時　 8月15日㈪
　　　午後 1時30分～
内容　血圧測定など

日時　 8月25日㈭
　　　午後 1時30分～
講師　須藤亮さん、加藤亮子さん

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）

日時　 8月28日㈰　午後 6時～
　　　（開場：午後 5時30分～）
場所　石蔵ミュージアム
入場料　1,000円（前売り800円）
※小学生以下無料
問　伊達福音教会　三浦さん
　　（☎23－3506）

　１人での参加もＯＫです。
日時　 8月28日㈰　午後 7時～ 9時
場所　市総合体育館
問　佐藤さん
（ ：ayanosukepp@icloud.com）

日時　 8月23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　肩の痛みとその治療～「肩が
痛い・あがらない」を治すために
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－47－4404）

日時　 9月 4日㈰　午後 1時30分～
場所　胆振総合振興局
　　　（室蘭市海岸町 1－ 4－ 1）
定員　150人
内容
⃝美味しいヘルシーいぶりメニュー
の紹介
⃝事例報告：「糖尿病連携手帳の活
用の実際」
⃝講演：「糖尿病と合併症」
申込期限　 8月30日㈫
問　室蘭保健所（☎0143－24－9844）

日時　 8 月28日㈰　午後 1時30分～
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　90人
※事前にお申し込みください
問　熊谷さん（☎0143－23－1923）

日時　 8月28日㈰　午前 8時45分～
集合場所　カルチャーセンター
探鳥地　長流川、有珠
参加費　100円（保険料含む）
申込期限　 8月25日㈭
持ち物　昼食
問　太箸さん（☎82－3311）

日時　 9月 3日㈯　午前 9時～
※小雨決行
集合場所　
　有珠善光寺自然公園駐車場
参加費　大人500円、中学生以下無料
持ち物　昼食、飲み物
※事前にお申し込みください
問　森・水・人ネット　福田さん
　　（☎090－2692－1673）

日時　 8月25日㈭
　　　午前11時～11時30分
場所　伊達赤十字病院放射線外来
内容　寝返り（自然な動き～一部介
助の方法）
問　伊達赤十字病院（☎23－2211)

日時　 9月 9日㈮　午後 2時～�
場所　市保健センター�
演題　「健康に生きるということ～
　プライマリー・ケアの観点から」�
講師　岩本秀一さん
　　　（伊達医院院長）　�
問　胆振西部医師会（☎25－6565）

保健師生活指導

童謡と昔話や童話の会

みんなの掲示板 掲載ルール

掲載の優先順位を定めています。
掲載基準は企画課へお問い合わせ
ください。

糖尿病講演会
糖尿病と全身疾患～
糖尿病と上手に暮らすために
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市体育協会からのお知らせ

市総合体育館温水プール・トレー
ニング室「敬老の日イベント」

達南中学校閉校記念事業
「回顧展」

笑いヨガ無料体験会

⃝市総合体育館一般無料開放
日時　 9月 3日㈯
　　　午前 9時～正午
対象　60歳以上の方とその家族
種目　バドミントン・卓球・スポン
ジテニス・ミニバレー
持ち物　上靴
⃝卓球講習会
日時　 9月 3日㈯
　　　午前 9時～11時30分
対象　60歳以上の方（定員に満たな
い場合は、60歳未満の方も受け付
けします）
定員　30人（先着順）
持ち物　上靴、タオル、飲み物、ラ
ケット（お持ちの方）
⃝スロージョギング講習会
日時　 9月 3日㈯
　　　午前 9時～11時30分
対象　60歳以上の方（定員に満たな
い場合は、60歳未満の方も受け付
けします）
定員　30人（先着順）
持ち物　上靴、タオル、飲み物

新たなスポーツに挑戦したい方・
運動不足の方に、指導者が基本的な
ルール指導やゲームの対戦相手に
なって楽しく指導します。
⃝卓球（初心者）
日時　 9月 5日～12月19日
　　　（全14回・毎週月曜日）
定員　16人（申込多数時抽選）

各申込期間　 8月 8日㈪～25日㈭ 長寿を祝う「敬老の日」にちなみ、
イベントを開催します。
⃝温水プール・トレーニング室開放
日時　 9 月 3 日㈯　午前 9時～正午
対象　60歳以上の方とその家族
　　　（お孫さんまで）
持ち物　
・プール：水着、水中メガネ、水中
キャップなど
・トレーニング室：運動靴、タオル
など

今年度で閉校になる達南中学校を
偲び、卒業生や地域の皆さんに学校
を公開します。
日時　 8月12日㈮・15日㈪・16日㈫　
　　　午前 9時～午後 3時
場所　達南中学校
問　達南中学校（☎24－1153）

笑いとヨガの呼吸（深呼吸）を組
み合わせた、健康体操の体験会です。
日時　 8月20日㈯　午後 2時～ 4時
　　　（受付：午後 1時30分～）
場所　みらい館
持ち物　動きやすい服装、タオル、
　飲み物
問　室蘭笑うヨガの会　佐々木さん
　　（☎090－4879－6095）

⃝バドミントン
日時　 9月 6日～12月13日
　（全14回・毎週火曜日・11月 1 日
を除く）
定員　12人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初級）
日時　 9月 7日～12月21日
　（全14回・毎週水曜日・10月 5 日
を除く）
定員　17人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初心者）
日時　 9月 8日～12月22日
　　　（全14回・毎週木曜日）
定員　12人（申込多数時抽選）

⃝水中運動
日時　 9 月 3 日㈯　午前 9時～10時
場所　市総合体育館温水プール
対象　60歳以上の方
定員　20人（先着順）
持ち物　水着、水中メガネ、水中
キャップ、タオル
⃝体操＆レクリエーション
日時　 9月 3日㈯
　　　午前10時30分～11時30分
場所　市総合体育館
対象　60歳以上の方
定員　20人（先着順）
持ち物　上靴、飲み物、タオル

各時間　午前10時～正午
各場所　市総合体育館
各対象　20歳以上の方
各受講費　3,500円（ 4ヵ月分）
各入館料　
　一般220円、65歳以上150円
　※回数券あり
各申込期間　 8月 8日㈪～22日㈪
各持ち物　上靴、タオル、飲み物
その他　祝日や体育館の専用利用時
は中止します。
問　市体育協会（☎23－8600）

各申込開始日　 8月 8日㈪
問　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－8300）

健康づくりスポーツ教室

元気いっぱい！敬老の日イベント
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