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製鉄記念室蘭病院
第36回市民公開がんセミナー

第34回蘭岳コンサート

伊達ブンブン文庫
「布絵本・布遊具手作り講習会」

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

市介護者と共にあゆむ会
「創立20周年記念介護体験発表会
＆講演会」

各場所　室蘭工業大学ロボットア
リーナ（参加者には詳しい地図を
郵送します）
各申込期限　１0月１４日㈮　午後 ５時
各申込方法　郵便番号・住所・氏名・
学年（学校名）・連絡先・イベン
ト名・希望日を書いて、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）

日時　１0月30日㈰　
　　　午後 １時30分～ ５時
場所　市民活動センター
内容
⃝第 １部　家族体験発表会
⃝第 2部　講演会（講師：喜瀬ひろ
しさん・フリーアナウンサー）
問　佐藤さん（☎2５－４５77）

ぬくもりのある布絵本、布おもちゃ
を手作りしてみませんか。教材はカッ
ト済みで、すぐに始められます。
日時　１１月１0日㈭
　　　午前１0時～午後 2時
場所　ふれあい福祉センター
内容・教材費（１セット）　
⃝布絵本　2,５00円
⃝パンダの的当て　１,000円
※各１0セット・先着順
持ち物　裁縫道具、昼食、飲み物
その他　託児あり（ １人１00円）
※事前にお申し込みください
問　宇野さん（☎22－033１）

日時　１0月20日㈭　午後 6時４５分～
　　　（開場：午後 6時１５分～）
場所　室蘭工業大学大学会館
演奏者　武田朗秀さん（ヴァイオリ
ン）、伊藤千尋さん（ピアノ）
問　室蘭工業大学総務広報課
　　（☎0１４3－４6－５0１6）

簡単なサイエンス英語で講座を行
い、英語とサイエンスの楽しさを味
わいます。
日時　１１月１2日㈯　午前１0時～正午
場所　室蘭工業大学
　　　教育・研究 3号館Ｎ棟
対象　小学校 ４～ 6年生
定員　１2人（申込多数時抽選）
申込方法　持参・郵送・FAX・メー
ル・ＨPから、のどれかの方法で
下記へ（電話申込不可）
申込期間　
　１0月１7日㈪～28日㈮　午後 ５時

日時　１0月2５日㈫　午後 3時～
　　　（開場：午後 2時30分～）
場所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター
演題　「肝臓がんの外科的治療～腹
腔鏡下肝切除術を中心に～」
講師　仙丸直人さん（同院副院長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0１４3－４7－４４0４）

日時　１0月29日㈯　午前１0時30分～
対象　小学校 １～ ４年生
定員　 8人（申込多数時抽選）

日時　１0月29日㈯　午後 １時30分～
対象　小学校 ４～ 6年生
定員　 6人（申込多数時抽選）

木製恐竜ロボットを作ろう！

英語で理科実験！

ハンダ工作
光センサーロボットを作ろう！

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

（例　７月号掲載希望→ 5月31日）

＜掲載できないもの＞

営利目的のものなど。掲載基準は

企画課へお問い合わせください

※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
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
（室蘭市水元町27－ １
☎・ 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)
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市体育協会からのお知らせ 市老人クラブ連合会
第44回演芸大会

アクティビティ
音楽活動教室参加者募集

網代町ハロウィンイベント
参加者募集

いきいき茶ろん
参加者募集

室蘭友の会
「暮らしと家計の講習会」

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」

大滝区のウォーキングコースま
で、体育協会のバスで移動します。
日時　１0月20日㈭
集合時間　午前 8時１５分
集合場所　市総合体育館玄関前
行き先　大滝総合運動公園
　　　　「キートス　マヤ」
※荒天時は、市総合体育館内でノル
ディックウォーキングの基本を学
びます
定員　20人（先着順）
参加費　５00円（昼食代など含む）
申込期限　１0月１2日㈬
持ち物　ノルディックウォーキング
用ポール（レンタルは300円）、タ
オル、飲み物、帽子など（荒天時
は上靴）

日時　１0月１3日㈭　午後 １時30分～
講師　岡哲生さん
参加費　５00円

日時　１0月26日㈬　午前１0時～正午
場所　中央区末永集会所
内容
⃝家計簿をつけての体験発表
⃝副食費・光熱費・衣服費
　～暮らしの小さな工夫～
参加費　４５0円（当日５00円）
※託児あり（１５0円・要申込）
問　室蘭友の会
　　（☎0１４3－４５－060５）

日時　１0月3１日㈪　午後 １時30分～
内容　ハワイアンミュージックをキー
ボード奏者の吉田敏雄さんが演奏
します。
参加費　300円

日時　１１月 9 日㈬　午前 8時～
場所　市Ｂ＆Ｇ海洋センターパーク
ゴルフ場
対象　市内在住の方
定員　80人（先着順）
参加費　700円（入場料・保険料含む）
申込期限　１0月2１日㈮
問　市体育協会（☎23－8600）

講師のピアノ演奏に合わせて体を
動かしたり、合唱・合奏をします。
日時　１0月１9日㈬
　　　午前１0時30分～１１時30分
場所・問　市社会福祉協議会
　　　　　（☎22－４１2４）

日時　１0月2１日㈮　午後 ４時～
　　　（受付：午後 3時～）
場所　網代町フロンティア公園
対象　市内在住で就学前のお子さん
と保護者（兄弟で参加の場合は小
学生も可）
内容　イベント参加店でお菓子をも
らう、子ども仮装コンテスト、保
護者仮装コンテスト、お楽しみ抽
選会
参加条件　仮装をすること（できる
限り手作りで）
申込期限　１0月１４日㈮
問　網代町商店街振興組合事務局
　（☎2５－3098・平日の午前１0時～
　午後 2時・水曜休み）

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）

家庭での介護方法についてのミニ
講習を行います。
毎日の生活の中で、少しでも自分
でできることを増やすための工夫を
一緒に学びませんか。
日時　１0月27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　立ち上がり
　　　（椅子から・床から）
問　伊達赤十字病院（☎23－22１１）

　舞踊・民謡などを発表します。
日時　１0月2５日㈫　午後 0時30分～
場所　カルチャーセンター
問　杉村さん（☎22－４１2４）

秋のノルディックウォーキング 今、注目の酵素と腸内フローラ

レコード鑑賞会

市Ｂ＆Ｇ海洋センター
パークゴルフ大会
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