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室蘭工業大学
教室・実験参加者募集

初心者から上級者まで、一緒にス
キーを楽しみましょう。
開催日
1 期： 1月 6日㈰・12日㈯・13日㈰・
　　　20日㈰・ 2月 2日㈯
　　　検定日： 2月 3日㈰
2期： 2月11日㈷・16日㈯・17日㈰・
　　　24日㈰・ 3月 2日㈯
　　　検定日： 3月 3日㈰
キッズ�：❶ 1月12日㈯❷ 2月 2日㈯
　　　❸ 2月16日㈯❹ 3月 2日㈯
　　　検定日： 3月 3日㈰
※�「キッズ」は、来年 4月に小学校 1
年生になるお子さんのクラスです
時間
⃝土曜日（ 1・2期）：午後 1時～ 3時
⃝日曜日・祝日：午前10時～午後 3時
⃝キッズ：午前10時～11時30分
場所　オロフレスキー場
申�込方法　αスポーツ窓口で受け付
け（電話不可）
申込期限（当日受付不可）
⃝ 1期・キッズ❶❷：12月28日㈮
⃝ 2期・キッズ❸❹： 2月 4日㈪
※�クロスカントリー教室も開催。詳
しくは、藤田さん（☎090－2053－
3947）に問い合わせ
問　伊達スキー連盟事務局
　　上田さん（☎24－3027）

日時（どちらか 1日）
⃝ 1月 6日㈰午前10時30分～正午
⃝ 1月 7日㈪午後 2時～ 3時30分
対象　小学校 1・ 2年生
定員　各日10人（申込多数時抽選）

日時（どちらか１日）
⃝ 1月 6日㈰午後 2時～ 4時
⃝ 1月12日㈯午前10時30分
　　　　　　～午後 0時30分
対象　小学校 3・ 4年生
定員　各日10人（申込多数時抽選）

日時（どちらか 1日）
⃝ 1月 7日㈪午前10時30分
　　　　　　～午後 0時30分
⃝ 1月12日㈯午後 2時～ 4時
対象　小学校 5・ 6年生
定員　各日10人（申込多数時抽選）

日時　12月15日㈯
　　　午後 1時30分～ 3時30分
場所　室蘭市生涯学習センター
　　「きらん」
対象　小学校 5年生～中学生
定員　20人（先着順・保護者同伴可）
申込期限　12月11日㈫午後 5時

日時　12月22日㈯
　　　午前10時～11時
場�所　室蘭工業大学教育・研究 4号
館Ｈ棟
対象　小学校 4年生～ 6年生
定員　 8人（先着順・保護者同伴可）
申込期間　
　12月 3 日㈪～14日㈮午後 5時

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）

各場所　
　室蘭工業大学ロボットアリーナ
各�申込方法　郵送・FAX・メールの
どれかの方法で下記へ
（電話申込不可）
各申込期間　
　12月 3 日㈪～14日㈮午後 4時

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)

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事
務室（室蘭市水元町27－1　☎・
0143－46－5337、 ：ra_apply@
mmm.muroran-it.ac.jp)

｢2019スキー教室｣のご案内

みんなの掲示板掲載ルール

発行月の前々月末が提出期限
開催日・申込期限が月の上旬
（10日くらいまで）のものは前月
号へ掲載依頼してください。
（例　 3月 9日開催→ 2月号掲載
　希望→12月28日締切）
掲載の優先順位を定めています。
掲載基準は企画課広報室へお問い
合わせください。掲載は無料です。

ひかる☆スノードームを作ろう！

進め！カメロボットを作ろう

走破！クローラーロボットを作ろう

実験好き集まれ！室蘭工大の若手
教員と科学実験しよう！

理科が好きになる顕微鏡観察
―細胞観察とDNA抽出―
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消費者被害未然防止の啓発パネル
と活動の記録写真を展示します。
日時
⃝12月11日㈫・12日㈬
　午前10時～午後 4時
　（12日は午後 3時まで）
　場所　カルチャーセンター
⃝12月19日㈬～26日㈬
　午前 9時～午後 8時
　場所　市民活動センター
⃝ 1月 8日㈫～10日㈭
　午前10時～午後 4時
　（10日は午後 3時まで）
　場所　カルチャーセンター

市保健師による生活習慣病予防の
ための血圧・体組成測定（基礎代謝・
体内年齢など）を行います。
日時　 1月 9日㈬
　　　午前10時～正午
場所　カルチャーセンター

日時　 1月 8日㈫～10日㈭
　　　午前10時～午後 4時
　　　（10日は午後 3時まで）
場所　カルチャーセンター
内容
⃝大人：�ガウチョパンツ・ベスト・

カレンダー紙バッグなど
⃝お子さん：�万華鏡・マグネット帽

子など
参加費　
⃝大人400円～600円
⃝お子さん200円～300円

日時　12月16日㈰
　　　午前10時～
　　（受付：午前 9時40分～）
場所　カルチャーセンター
対局方法　駒落ち 5回戦
参加費　
⃝一般1,000円
⃝高校生以下300円
⃝支部会員500円
問　井上さん（☎25－2071）

だて歴史の杜食育センターの栄養
士が「まごわやさしい」の食材（豆・
ごま・わかめ・野菜・魚・しいたけ・
いも）をテーマに講義を行いながら、
皆さんと一緒に料理を作ります。
調理後は、その他の中国・四国地
方の郷土料理を加えた「思いやりラ
ンチ」をいただきます。
日時　12月26日㈬
　　　午前10時30分～正午
場所　だて歴史の杜食育センター
定員　24人（先着順）
ランチ内容
作る料理は、「ならえ」と「むら
すずめ」です。
⃝こうしめし（高知県）
⃝芋炊き（愛媛県）
⃝春雨茶わん蒸し（鳥取県）
⃝ならえ（徳島県）
⃝むらすずめ（岡山県）
参加費　1,000円
申込期限　12月19日㈬
持ち物　エプロン・筆記用具
問　だて歴史の杜食育センター
　（☎82－3591）

伊達消費者協会のイベントに
お越しください

　事前にお申し込みください。
日時　12月13日㈭
　　　午後 7時～ 8時
場所　市民活動センター
定員　24人
参加費　1,000円
講師　吉野真由子さん
持�ち物　ヨガマット（お持ちでない
方は、申込時にお申し出ください）
問�　市民活動サークルttemiyo
　�（ ：ttemiyo2017@gmail.com）

衣類・食器類などを100円～300円
で販売します。
日時
⃝12月11日㈫・12日㈬
　午前10時～午後 4時
　（12日は午後 3時まで）
⃝ 1月 8日㈫～10日㈭
　午前10時～午後 4時
　（10日は午後 3時まで）
場所　カルチャーセンター
問　伊達消費者協会（☎25－4067）

日時　12月16日㈰
　　　午前10時～正午
場所　市民活動センター
演�題　「絵図や写真で見る有珠周辺
の今昔と生物の変遷」
講師　福田茂夫さん
　　（有珠洞爺湖火山マイスター）
参加費　大人のみ200円
問　同実行委員会　木村さん
　（☎090－7057－3248）

くらしの安全・安心のための
消費生活展

健康づくり
（血圧・体組成測定）

大人の物づくり体験会
子ども冬休み体験会

フリーマーケット

冬の自然勉強会

冬の将棋大会�in�伊達

中国・四国地方の郷土料理を
一緒に作りませんか

市民活動サークル
ttemiyo（テミヨー）
ヨガクラス参加者募集


