
23

みんなの 掲 示 板 Culture , Event , Sports , Music , School , Circle , Study , Concert , etc

―　広　告　―

伊達柔道スポーツ少年団
団員募集

無
料

無
料

無
料

市総合体育館温水プール
夏休み短期水泳教室

伊達高校軽音楽部
定期演奏会

室蘭工業大学参加者募集

製鉄記念室蘭病院
第34回がんサロンはぁと

各参加費（保険料含む）
❶～❹：各3,030円
❶・❷の連続受講：5,030円
各申込期限　 7月2４日㈪
問　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－8300）

各申込方法　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）
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　 7月11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
問　がん相談支援センター
　　（☎01４3－４7－４337）

初めてから ４泳法完泳まで、お子
さんの泳力に合わせて行います。
日時　
❶ 7月29日㈯～31日㈪
❷ 8月 2日㈬～ ４日㈮
　午前 9時～10時
対象　年長～中学生
定員　各50人（先着順）
※❶・❷の連続受講も可

潜れる・浮けるようになることを
目指します。
日時
❸ 7月29日㈯～31日㈪
❹ 8月 2日㈬～ ４日㈮
　午前10時30分～11時30分
対象　 2歳 ６ヵ月～ 5歳
定員　各20人（先着順）

日時　 7月29日㈯午後１時～
　　　（開場：午後 0時30分～）
場所　カルチャーセンター
演奏曲　世界で一番熱い夏ほか
問　伊達高校　大地さん
　　（☎23－2525）

日時　 7月29日㈯
　　　午前10時～正午
場所　室蘭工業大学教育・研究 ４号
館Ｈ棟
対象　小学校 2年生～ ６年生
定員　15人（申込多数時抽選）
申込期間　
　 7月 3日㈪～1４日㈮午後 5時

日時　 8月 8日㈫
　　　午前10時～正午
場所　室蘭工業大学体育館
対象　小学校 3年生～ ６年生
定員　 9人（申込多数時抽選）
申込期間　
　 7月10日㈪～21日㈮午後 5時

日時　 8月 3日㈭
　　　午後 1時～ ４時
場所　室蘭工業大学ロボットアリーナ
対象　小学校 5年生～中学生
定員　10人（申込多数時抽選）
申込期間　
　 7 月10日㈪～21日㈮午後 5時

日時　 8月 7日㈪～ 9日㈬（全 3回）
　　　午後 1時～ ４時
場所　室蘭工業大学ロボットアリーナ
対象　小学校 5年生～中学生
定員　10人（申込多数時抽選）
申込期間　
　 7月10日㈪～21日㈮午後 5時

柔道を通じて、健全な体力・精神
力の育成を目標に活動しています。
日時　毎週月～水曜日
　　　午後 5時30分～ 7時30分
場所　武道館
対象　 ６歳～中学生
※体験用の道着あり
問　鎌田さん（☎090－8907－98６3）

ジュニア教室 理科が好きになる顕微鏡観察

ゴム動力飛行機を飛ばそう

幼児水慣れ教室
ソフトロボティクス入門
～柔らかいロボットを作ってみよう

Ｊｒ.ロボットスクール２01７
サッカーコンテスト編

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　 9月号掲載希望→ 7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
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無
料

無
料

かおりの自由研究
「アロマを使って虫よけ芳香剤と
虫よけスプレー作り」

無
料

伊達高等養護学校
「学校公開ウィーク」

伊達空襲犠牲者追悼
平和祈念市民の集い

伊達水泳協会
「夏休みチビッコ水泳教室」

茶道裏千家
「子ども茶道教室」

笑いヨガクラブ

美からはじめよう！
健康法のすすめ

こどもパン作り体験教室

日時　 7月25日㈫・27日㈭・
　 　 　 8 月 1 日㈫・ 3日㈭・ 8日㈫
　　　午後 ６時～ 7時30分
場所　市総合体育館温水プール
対象　泳ぎが苦手な小学生
定員　30人（先着順）
参加費　3,000円
　　　（プール入館料・保険料含む）
申込方法　往復はがきに、氏名・学
年・保護者名・電話番号を書いて
下記に郵送（電話申込不可）
申込期限　 7月17日㈷必着
問　藤原達雄さん（梅本町23－80）

茶道を通して、日本の伝統文化に
触れてみませんか。
日時　 7月30日㈰午前10時～
　　　（受付：午後 2時まで）
場所　カルチャーセンター
対象　小・中学生
定員　90人（先着順）
内容　呈茶・マナー教室・お茶点て
体験など
参加費　100円
申込方法　ＦＡＸかメールでお申し
込みください。
申込期限　 7月18日㈫
問　北海道裏千家淡交会伊達青年部
　大木さん（ 01４2－23－６182、
：kodomochado@yahoo.co.jp）

日時　 7月10日㈪～1４日㈮
　　　午前の部：午前10時～
　　　午後の部：午後 0時４5分～
　　　（午後の部は金曜日を除く）
場所　伊達高等養護学校
※事前にお申し込みください
問　伊達高等養護学校（☎25－5115）

１ 日目
日時　 7月1４日㈮午前 9時30分～
場所　網代町広場（旧水道庁舎横）
内容
⃝アコーディオン演奏と歌
⃝エコロジー平和のハト風船飛ばし
など
2 日目
日時　 7月15日㈯午後 1時～
場所　市民活動センター
内容
⃝伊達空襲体験話
⃝平和を考える読み聞かせ
⃝平和を祈るコーラスコンサート
問　渡辺さん（☎25－5355）

日時　 7月15日㈯午後 2時～ ４時
　　　（受付：午後 1時30分～）
場所　みらい館
参加費　500円
※心臓疾患・てんかんなどがある方、
術後 3ヵ月以内の方は、主治医に
ご相談のうえ参加してください
問　佐々木さん
　　（☎090－４879－６095）

「国宝　紅白梅図屏風」レプリカ
（原寸大）鑑賞と一服のお茶を楽し
みませんか。
日時　 7月23日㈰午後 1時～ 3時
場所　市民活動センター
定員　30人（先着順）
参加費　300円
申込期限　 7月15日㈯
持ち物　筆記用具
問　工藤さん（☎23－5４8６）

ｉ－ｂｏｘの工房で作っているパ
ン生地を使ってパンを作ります。
日時　 7月28日㈮午前10時～
場所　市観光物産館
対象　小学生
定員　 8人（先着順・保護者同伴）
内容
⃝成形したパンの卵塗り・仕上げ
⃝タルティーヌ（オープンサンド）
とエッグタルト作成
⃝試食（昼食）
⃝パン焼成見学　など
申込方法　電話で下記へ（店頭申込不可）
申込開始日　 7月12日㈬
持ち物　エプロン、バンダナか三角
巾（髪を覆うもの）
※材料に卵・乳製品・小麦を含む
問　ブーランジェリーｉ－ｂｏｘ
　　（☎21－7007）

日時　 7月28日㈮・ 8月 9日㈬
　　　午前10時～11時30分
場所　カルチャーセンター
対象　小学校 ６年生までのお子さん
と保護者（小学校 2年生までは必
ず保護者同伴）
定員　各10人（先着順）
参加費　作る人 1人1,500円
※事前にお申し込みください
問　小野さん（☎090－2６92－４9４3）
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