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室蘭工業大学公開講座
「日本とドイツ～その交流の歴史の
中で根付いたもの～」参加者募集

「水中華」新会員募集 潮香園に、柔らかいタオルを
寄贈してください

伊達卓球スポーツ少年団クラブ
「フルハウス」　卓球少年団員募集

市民交流の場づくり事業
助成金の申請団体募集

伊達西サッカー少年団
新団員募集

水の浮力で体の負担を軽減するこ
とでウォーキングや筋トレなどの運
動を自分の体力に合わせて行えま
す。体験入学もできるので、お気軽
にお申し込みください。
日時　毎週火・金曜日
　　　午後 0時30分～ 2時30分
場所　市総合体育館温水プール
入会金　500円
会費　月2,500円
問　藤田さん（☎090－5952－5020）

市養護老人ホーム潮香園では、体
を拭くときなどに使う「ウェス」が
不足しています。
ご家庭でご使用にならない柔らか

いタオル類がありましたら、ぜひ寄
贈してください。
ご寄贈いただけるときは、潮香園

までお持ちください。大変ご面倒を
おかけしますが、よろしくお願いし
ます。
問　潮香園（☎38－2088）

伊達卓球スポーツ少年団クラブ・
フルハウスでは、団員を募集してい
ます。まずは見学だけでもいかがで
すか。
練習日　毎週 3 回
対象　小学生～中学生
問　大西さん（☎25－5668）

市社会福祉協議会では、次の活動
を行っている団体に、活動資金の一
部を助成しています。
対象活動
⃝サロン活動
⃝障がい者や高齢者の憩い、交流の
場づくり活動

⃝地域食堂
助成金額　 1団体の上限30万円
応募期限　 5月31日㈬
問　市社会福祉協議会
　　（☎22－4124）

日時　 5月17日～31日
　　　（全 3 回・毎週水曜日）
　　　午後 6 時30分～ 8時
場所　室蘭工業大学教育・研究 2 号
館Q棟
対象　高校生以上の方
定員　12人（申込多数時抽選）
受講費　1,000円（教材費など含む）
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　 4 月17日㈪～28日㈮
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）

君も一緒にゴールを決めよう！女
子団員も活躍中です。
活動日　毎週月・火・水・金曜日
場所
⃝ 4月～10月（サッカー）
　月・水・金曜日：
　伊達西小学校グラウンド
　火曜日：まなびの里サッカー場
⃝11月～ 3月（フットサル）
　市内体育館
対象　小学生
団費
⃝小学校 1～ 3年生：月1,000円
⃝小学校 4～ 6年生：月2,000円
問　大友さん（☎090－8705－2662）

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　 6月号掲載希望→ 4月２8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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無
料

緩和ケアボランティア
講習会

無
料

無
料

いきいき茶ろん
参加者募集

伊達子ども劇場
「あとむの時間はアンデルセン」

有珠山山開き・安全祈願祭

第 8回今を創る
伊達の ５人展2017

日本野鳥の会
「第30回バード展」

FC�DATE�サッカー少年団　
団員募集説明会

伊達子ども劇場は、子ども向けの
舞台鑑賞と親子のふれあい活動を通
して、地域での豊かな子育てをめざ
す会員制の団体です。
興味のある方は、ぜひご連絡くだ

さい。
日時　 4月24日㈪　午後 6 時30分～
場所　カルチャーセンター
入会金　 1 人200円
会費　月1,000円（ 3 歳以下無料）　
問　伊達子ども劇場（☎23－4152）

だて観光協会では、「平成29年度
有珠山山開き・安全祈願祭」を行い
ます。家族そろって登山を楽しみま
せんか。
日時　 4月29日㈷　午前 9 時～
場所　有珠山登山道入口
問　だて観光協会（☎25－2722）

日時　 4月17日㈪
　　　午後 1時30分～ 3 時30分
定員　10人程度
参加費　900円（材料代）

日時　 4月24日㈪
　　　午後 1時30分～ 3 時
参加費　800円（材料代）
※持ち帰りできます

日時　
 4 月29日㈷　午前10時～午後 6時
 4 月30日㈰　午前10時～午後 4時
場所　道の駅「みたら室蘭」
内容
⃝鳥や自然に関する写真・絵画・文
芸・工芸作品の展示

⃝野鳥の会の活動紹介
⃝関連する資料の展示
問　日本野鳥の会　市毛さん
　　（☎82－3336）

道内外の公募展で活躍している市
内在住のベテラン作家 5 人による絵
画と彫刻の作品発表です。
日時　 5月 4日㈷～ 7日㈰
　　　午前 9 時～午後10時
　　　（ 4日は正午から、 7 日は午
　　　後 4 時まで）
場所　カルチャーセンター
出品者　熊谷健、黒田孝、佐藤光雄、
芳賀雪子、牧輝子、野本醇（賛助
出品）

問　佐藤さん（☎25－4653）

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）

ＦＣ　ＤＡＴＥ　サッカー少年団
では、新年度団員募集の説明会を行
います。説明会に参加できない場合
は、体験入団や説明など随時行って
いますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
日時　 4月22日㈯　午後 6 時30分～
場所　市総合体育館
対象　
　サッカーに興味がある小学生
　（保護者同伴であれば 5歳から入　
　団可）
内容　活動内容や費用など
問　田中さん（☎080－2869－6386）

緩和ケアボランティアの活動は、
患者さん・ご家族の入院生活の中で、
日常や社会とのつながりを感じる大
切な役割を担っています。
日時　 4 月22日㈯
　　　午前10時～11時30分
場所　日鋼記念病院
対象　緩和ケアボランティアに興味
をお持ちの方
内容　
⃝「緩和ケア」とは？
⃝ボランティアの役割
⃝病棟見学　など
※事前にお申し込みください
問　日鋼記念病院医療福祉相談室
　　（☎0143－22－2225）

布ぞうり作り

お菓子作り教室（かりんとう）
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