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日時　 3月25日㈯　午後 2時～
対象　小学校 3～ 6年生
定員　 6人（申込多数時抽選）

日時
　 3 月25日㈯　午前10時30分～
　 3月27日㈪・29日㈬　午後 1時～
対象　小学校 4年生～中学生
定員　 6人（申込多数時抽選）

ロボブロックで楽しくプログラミング

オリジナルパソコンゲームを作ろう
（全 ３回）

無
料

無
料

無
料

無
料

第20回ピリカノカアイヌ刺繍
作品展示会

製鉄記念室蘭病院からの
お知らせ

室蘭工業大学ロボットアリーナ
参加者募集

伊達太極拳協会若さ同好会
太極拳体験会

園芸を楽しむ会
会員募集

北湘南サッカースクール
小学生新規入会者募集

伊達スイミング少年団
新入団員募集

活動日時　 3月～12月（月 1回）
　　　　　午後 1時～ 4時
場所　ＪＡ伊達グリーンセンター
内容　花・野菜・果樹の育て方
会費　3,000円
問　本田さん（☎23－5991）

練習日時　
　月・水曜日：午後 5時30分～ 7時
　土曜日：午後 5時～ 7時
場所　まなびの里サッカー場・長和
小学校体育館ほか
会費　小学校 1～ 4年生（月800円・
年2,400円）、小学校 5・6年生（月
1,000円・年3,500円）
問　真島さん（☎090－8707－3321）

練習日時
　毎週火・木曜日　午後 6時～
場所　市総合体育館温水プール
対象　小学生～中学生
※水に顔をつけることができること
申込方法　往復はがきに、住所・氏
名（ふりがな）・生年月日・電話
番号・学校名・学年・保護者の氏
名を書いて下記へ（電話での申し
込み・問い合わせ不可）
申込期限　 3月31日㈮
問　藤原達雄さん（梅本町23－80）

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　 3月10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 から、の
どれかの方法で下記へ（電話申込
不可）
問　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）

日時　
4月 6日㈭・20日㈭・27日㈭：
午後 1時～ 3時
4月14日㈮：午前10時～正午
場所　武道館
持ち物　上靴（底の薄いもの）、タ
オル、飲み物
問　斎藤さん（☎25－4507)

　アイヌ刺繍の体験もできます。
日時
3 月11日㈯　午前11時～午後 4時
3月12日㈰　午前10時～午後 4時
場所　登別鉄南ふれあいセンター
　　（登別市幌別町 3－17－ 1 ）
問　登別アイヌ協会
　（☎0143－85－1062）

日時　 3月13日㈪　午後 7時～
場所　製鉄記念室蘭病院中央診療棟
指揮者　立山拓平さん

日時　 3月21日㈫　午後 1時～ 3時
場所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター
対象　がん患者さんとそのご家族
内容　運動＆おしゃべりタイム

日時　 3月15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
講師　大谷則史さん
　　（同院副院長・血管外科医師）

第52回製鉄記念室蘭病院コンサート
「室蘭市民オーケストラ演奏会」

第３0回がんサロンはぁと

第29回市民公開健康セミナー
「救急搬送を要する疾患について」

ここまでの問い合わせ先
製鉄記念室蘭病院（☎0143－47－4404）

ここまでの問い合わせ先
がん相談支援センター（☎0143－47－4337）

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。
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無
料

世界中の音楽を取り入れたダンス教室
「ＺＵＭＢＡゴールド」

健康法のすすめ「食育セミナー」
～みその健康効果を学ぼう～

無
料

第 5回冬の自然勉強会
「開拓記念館の自然～こんなに
あった街なかの自然～」

無
料

無
料

市体育協会
健康づくりスポーツ教室

ヤマハ音楽教室講師による
「おんがくのおくりものコンサート」

いきいき茶ろん
参加者募集

2017年
3・８国際女性デー西胆振集会

市退職教職員会
第20回 「作品展」

日本野鳥の会
「探鳥会」に参加しませんか

⃝卓球（初心者）
　日時　 4月10日～ 7月24日
　　　　（全15回・毎週月曜日）
　定員　16人（申込多数時抽選）
⃝バドミントン
　日時　 4月11日～ 7月18日
　　　　（全15回・毎週火曜日）
　定員　12人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初級）
　日時　 4月 5日～ 7月26日
　　　（全15回・毎週水曜日・ 5月
　　　　24日を除く）
　定員　17人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初心者）
　日時　 4月 6日～ 7月27日
　　　（全15回・毎週木曜日・ 5月
　　　　25日を除く）
　定員　12人（申込多数時抽選）

日時　 4月 2日㈰　午前10時30分～
　　（開場：午前10時20分～）
場所　伊達信用金庫コスモスホール
演奏曲　千本さくら、前前前世、恋、
トトロメドレーほか
問　エルム楽器伊達ミュージックセ
ンター（☎21－2222）

日時　 3 月13日㈪　午後 1時30分～
参加費　800円（材料代）

日時　 3月28日㈫　午前10時～正午
場所　市保健センター
定員　15人（先着順）
参加費　300円（材料代）
申込期限　 3月15日㈬
持ち物　エプロン、三角巾、手ふき
用タオル、ふきん、筆記用具
問　山口さん（☎22－0180）

日時　 3 月23日㈭　午後 1時30分～
演奏者　加藤亮子さん（歌）、須藤
亮さん（ピアノ）
参加費　300円（茶菓子付き）

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　 3月28日～ 6月 6日（全10回
・ 毎週火曜日※ 5月 2日を除く）

　午後 7時～ 8時
場所　市総合体育館
定員　30人（先着順）
参加費　6,530円（保険料含む）
申込期限　 3月24日㈮
問　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－8300）

日時　 3月 8日㈬　午後 1時30分～
場所　みらい館
内容　みんなで歌おう平和の歌、Ｄ
ＶＤ上映、書家・岸さちこさんの
お話とパフォーマンス
問　黒田さん（☎25－4212）

日時　 3月23日㈭～26日㈰
　午前 9時～午後10時（23日は午前
11時～、26日は午前11時まで）
場所　カルチャーセンター
作品内容　絵画・書道・写真・陶芸・
切り絵・工芸・手芸・織物・染色・
華道・詩・俳句など
問　竹内さん（☎25－0758）

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　4,500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　 3月 6日㈪～21日㈫
各持ち物　上靴、タオル、飲み物
問　市体育協会（☎23－8600）

日時　 3月18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　※現地解散
参加費　100円（保険料として）
申込期限　 3月15日㈬
問　市毛さん（☎82－3336）

日時　 3月26日㈰　午前10時～正午
場所　カルチャーセンター
内容　リス・野鳥・庭の木・野草な
ど自然についてのお話です。
問　木村さん（☎090－7057－3248）

パイシートを使ったお菓子教室

童謡と昔話や童話の会
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