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伊達消費者協会
創立40周年記念事業

製鉄記念室蘭病院
第35回市民公開がんセミナー

パーキンソン病交流会 工大祭フリーマーケット
出店者募集

映画「何を怖れる」上映会

日時　 ９月1９日㈷～２２日㈷

日時　 ９月1９日㈷・２0日㈫
　　　1９日：午前11時～午後 4時
　　　２0日：午前10時～正午

日時　 ９月２1日㈬　午後 1時～ 4時
　 　 　 ９ 月２２日㈷　午前10時～正午
内容　布ぞうり、マフラーなど

⃝講話①
日時　 ９ 月２1日㈬　午前10時～11時
演題　「生活習慣改善のすすめ～
　いつまでも健康に暮らすために」
⃝健康チェック
日時　 ９月２1日㈬
　　　講話①終了後～正午
内容
・血圧・体組成測定（体脂肪率や筋
肉量、体内年齢などがわかります）
・塩分測定（自宅のみそ汁も測れま
す。フタ付きの入れ物に５0㏄程度
お持ちください）
⃝講話②
日時　 ９月２２日㈷
　　　午後 1時～ ２時３0分
演題　「食品のロスをなくし暮らし
　を豊かに」

各場所　カルチャーセンター
問　伊達消費者協会（☎２５－4067）

日時　 ９月２0日㈫　午後 1時３0分～
場所　市社会福祉協議会
問　氏家さん（☎２５－1667）

日時　 ９月２4日㈯・２５日㈰
　　　午前10時～
場所　室蘭工業大学
対象　代表者が高校生以上の個人か
団体
参加費　 1区画 1日２00円
申込方法　出店希望日、希望区画数
（ ３区画まで）、代表者の住所・氏
名・電話番号を記入し、はがきか
メールで下記へ
問　スタジオ催事　岸田さん（室蘭
市水元町２7－ 1 室工大スタジオ
催事フリマ係☎080－60９8－1３２９
　 ：fleasaiji@gmail.com）

日時　10月 1 日㈯　午後 1時３0分～
場所　室蘭工業大学
　　　教育・研究 1号館Ｃ棟
対象　高校生以上の方
定員　２0人（申込多数時抽選）
受講費　1,000円（教材費含む）
申込期間　
　 ９ 月 ５ 日㈪～16日㈮　午後 ５時
申込方法　持参・郵送・FAX・メー
ル・ＨＰのどれかの方法で下記へ
（電話申込不可）
問　室蘭工業大学総務広報課広報地
域連携係（室蘭市水元町２7－ 1

☎014３－46－５016、 014３－46－５0３２
：chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp）

日時　 ９月２4日㈯　午前10時～
場所　伊達福音教会（鹿島町）
問　三浦さん（☎２３－３５06)

日時　10月 ２ 日㈰　午後 1時～
場所　ホテルローヤル
問　佐藤さん（☎２4－1３7２）

日時　 ９月14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　前立腺がんについて
講師　立木仁さん（同院泌尿器科長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎014３－47－4404）

松井久子監督がフェミニストたち
の証言でつづる初のドキュメンタリー
映画です。
日時　10月 1 日㈯　午後 1時３0分～
場所　胆振地方男女平等
　　　参画センター「ミンクール」
入場料　５00円
問　萩原さん（☎２３－4３５8）

暮らしの安全・安心パネル展

フリーマーケット

リサイクル小物づくり

暮らしに役立つ講話

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。

室蘭工業大学公開講座
「住まいの環境と科学－呼吸する壁－」

日本詩吟学院北海道道南岳風会
平成28年度伊達支部
創立45周年記念吟道大会

スペシャルＤＡＫＣ
「ロングロールケーキを
作って食べよう！」
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10月10日開催
市体育協会「体育の日イベント」

だてキッズ体操クラブJSC
見学・体験のご案内

大滝風力発電計画に
ついての講演会

市総合体育館温水プール・
トレーニング室からのお知らせ

いきいき茶ろん
参加者募集

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」

時間　正午～午後 ５時
�（メインアリーナは午後 1時から）
種目　バドミントン・卓球・バスケッ
トボールなど（バスケットボール
は午後 ３時以降）

⃝温水プール・トレーニング室無料
開放（無料）
時間　午前 ９時～午後 ５時
⃝自己申告タイムレース水泳大会
申込時に申告した自己タイムに近
いタイムで泳いだ順に表彰します。
時間　午後 1時～ ３時
場所　市総合体育館温水プール
対象　18歳以上の方
参加費　３00円
⃝キッズコーディネーション
遊びの要素を加えながら、運動神
経の発達を促すトレーニングを行い
ます。
時間　午前 ９時３0分～10時３0分
場所　市総合体育館
対象　 4歳～ 6歳のお子さん
定員　1５人
参加費　３00円

日時　 ９ 月14日㈬　午後 1時３0分～
参加費　５00円（茶菓子代）

日時　 ９ 月２1日㈬　午後 1時３0分～
参加費　３00円（材料代）

時間　午前 8時4５分～11時
集合場所　市総合体育館正面玄関前
コース　開拓記念館コースほか
定員　３0人
※ポールの無料レンタルあり

時間　午前10時３0分～午後 1時
場所　市総合体育館
対象　18歳以上の方
定員　２５人（先着順）
内容　エクササイズ、軽食と健康講話
参加費　1,000 円（昼食代など含む）
申込期限　 ９月３0日㈮

日時　 ９月２５日㈰　午前 ９時５0分～
　　　（開館：午前 ９時～）
場所　市総合体育館温水プール
参加費（ ３種目まで）
　　　大人1,５３0円、子ども1,0３0円
　　　（保険料含む）
申込期限　 ９月16日㈮

各申込開始日　 ９月 1日㈭
問　市体育協会（☎２３－8600）

各申込開始日　 ９月 1日㈭
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。
※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）

開催日　年末年始の休館日を除いて
随時行っています。
時間
・ 6～10月：午後 1時～ ２時
・11～ ５ 月：午前10時～11時
場所　市総合体育館温水プール
参加費　５00円（親子 ２人）
申込方法　市総合体育館温水プール
窓口で受付中です。
持ち物　水着、水泳帽子、水遊び用
おむつ（必要な方）、タオル
※詳しくはお問い合わせください
問　市総合体育館温水プール・
　　トレーニング室（☎２５－8３00）

日時　 ９月1５日㈭　午前11時～
場所　伊達赤十字病院放射線外来
内容　起き上がり（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1５日㈭　午後 6時３0分～
場所　大滝基幹集落センター
問　服部さん（☎0９0－6２6５－３0９7）

日時　 ９ 月 7 日～２8日（毎週水曜日）
　　　午後 ３時～ 4時３0分
場所　市総合体育館
対象　 4歳から就学前のお子さん
持ち物　上靴
問　田村さん（☎0９0－５07３－4２76）

市総合体育館無料開放

10月10日㈷開催「体育の日イベント」

イス席で行う「呈茶会　立礼」

紙人形作り

ベビースイミングワンコイン体験

ノルディックウォーキング

食とエクササイズと健康講習会

水泳記録会
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