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「歯と口の健康週間」
図画 ・ポスター展示会 室蘭工業大学参加者募集

市体育協会
第 ２回傘讃パークゴルフ大会

日時　 5月２7日㈯
　　　午前10時３0分～正午
対象　小学校 ２ ・ ３ 年生

日時　 5月２0日～ 7月２２日
　　　（全10回・毎週土曜日）
　　　午前10時～11時３0分
場所　室蘭工業大学教育・研究 ３号
館Ｎ棟
定員　10人（申込多数時抽選）
申込期限　 5月10日㈬　午後 5時

日時　 5月２7日㈯
　　　午後 ２時～ ３時３0分
対象　小学校 4～ 6年生

日時　 6月10日㈯
　　　午後 1時３0分～ 4時３0分
場所　室蘭工業大学教育・研究11号
館Ｊ棟
定員　２0人（申込多数時抽選）
申込期間　
　 5 月15日㈪～２6日㈮　午後 5時

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）
各定員　 6人（申込多数時抽選）
各申込期限　 5月17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）

各対象　高校生以上の方
各受講費　1,000円（教材費含む）
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）

日時　 6月 ３日㈯・ 4日㈰
　　　午前10時～午後 4時
場所　カルチャーセンター
問　室蘭歯科医師会
　　(☎014３－4３－３5２２)

日時　 6月 6日㈫（雨天決行）
　　　午前 8時３0分～午後 1時
場所　関内パークゴルフ場
対象　市内在住で昭和1２年以前生ま
　　　れの方
定員　100人（先着順）
参加費　700円（保険料など含む）
申込期限　 5月1９日㈮
問　市体育協会（☎２３－8600）

ロボブロックで楽しく
プログラミング（基礎編）

ハングル文字を読める人のための
韓国語講座（初級）

第32回がんサロンはぁと

第38回市民公開がんセミナー

ロボブロックで楽しく
プログラミング（落ちないロボ編）

身近になるロボットたち

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　 7 月号掲載希望→ ５ 月３1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

無
料

製鉄記念室蘭病院からの
お知らせ

日時　 5月16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
問　がん相談支援センター
　　（☎014３－47－4３３7）

日時　 5月18日㈭　午後 ３時～
場所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター
演題　「大腸がんの外科的治療」
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）

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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ボーイスカウト活動を
体験しませんか

無
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無
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いきいき茶ろん
参加者募集

コーディネーション
トレーニング

第２8回高文連室蘭支部合同公演２017
「時を歌舞きし者たち」

伊達騎馬武者保存会
「乗馬体験教室」

香育の日体験イベント
「親子で体験！アロマ工作」

伊達市民
パークゴルフ教室

子どもたちの体力低下などを防ぐ
ため、遊びを用いた運動を行います。
日時　 5月18日～ 7月２7日
　　　（全10回・毎週木曜日・
　 　 　 6 月２９日を除く）
　　　午後 ３時～ ３時45分
場所　市総合体育館温水プール・
　　　トレーニング室
対象　 4 ～ 6 歳の就学前のお子さん
定員　15人（先着順）
参加費　３,5３0円（保険料含む）
申込方法　市総合体育館温水プール
窓口に、印鑑と参加費を持参して
ください。
申込期限　 5月17日㈬
持ち物　上靴・タオル・飲み物
問　市総合体育館温水プール・
　　トレーニング室（☎２5－8３00）

日時　 5月11日㈭
　　　午後 1時３0分～ ３時３0分
参加費　700円（材料代）

日時　 5月３1日㈬
　　　午後 1時３0分～ ３時３0分
演奏者　須藤亮さん（お話）
　　　　加藤亮子さん（歌）

アロマ石けんづくりをします。
日時　 5月２1日㈰　午前10時～
場所　カルチャーセンター
対象　就学前のお子さんと保護者
定員　 5組（先着順）
※事前にお申し込みください
問　小野さん（☎080－606３－6９56）

伊達緑丘高校・室蘭清水丘高校・
登別明日中等教育学校の演劇部によ
る合同公演。
高校生たちの創り上げた演劇で若
いエネルギーを感じてください。
日時　 5月２0日㈯
　　　午後 1時３0分～
　　　（開場は午後 1時～）
場所　カルチャーセンター
入場料　前売り500円、当日600円
　　　　（小学生以下無料）
問　室蘭清水丘高校　宗像さん
　　（☎014３－２３－1２２1）

伊達武者まつりで騎馬を担当して
いる伊達騎馬武者保存会では、乗馬
体験教室を開催します。この機会に、
乗馬の魅力に触れてみませんか。
日時　 6月 ３日～２4日
　　　（全 4回・毎週土曜日）
　　　午後 ２時～ 4時
場所　市民活動センターほか
対象　（次のどちらもあてはまる方）
⃝小学校 5年生以上
⃝身長1２0㎝以上
定員　３0人
参加費　小・中・高生２,000円
　　　　大人３,000円
申込期限　 5月２5日㈭
問　岡倉さん（☎２5－1515）

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　 5月14日㈰
　　　（受付は午前 8時45分～）
場所　関内パークゴルフ場
対象　市内在住の方
内容　
⃝基本的なルール・マナー
⃝実技
申込方法　次のどちらかでお申し込
みください。　
⃝関内パークゴルフ場管理室で申込
用紙に記入
⃝市体育協会に電話（☎２３－8600）
申込期限　 5月10日㈬
※用具のレンタルあり
問　高瀨さん (☎２３－00３6)

日時　 5月２1日㈰　午前 ９時３0分～
場所　有珠善光寺自然公園
対象　小学校 1年生～ 4年生
内容　ゲーム、牛乳パックを使った
ホットドック作り
参加費　500円
申込期限　 5月15日㈪
問　ボーイスカウト伊達１団
　　村中さん（☎0９0－1３08－6505）

のり巻（カリフォルニアロール）教室

童謡と昔話や童話の会
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