
23

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

―　広　告　―

無
料

無
料

日本野鳥の会
「探鳥会」に参加しませんか

室蘭ＬＤを考える会
教育講演会「就労に向けての準備」室蘭工業大学参加者募集

ＪＡ伊達市地域食育活動
「食育調理実習セミナー」

「救急の日」講演会
製鉄記念室蘭病院
第39回市民公開がんセミナー

各場所　室蘭工業大学教育・研究 1
号館Ａ棟

各対象　高校生以上の方
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　 9月 8日㈮
　　　午後 2時～
場所　市保健センター
定員　80人（先着順）�
演題　「転倒による骨折を防ぎま
しょう～骨粗しょう症と骨折～」�

講師　目良浩一さん
　　　（聖ヶ丘病院院長）
申込方法　電話で下記へ
申込期限　 8月31日㈭
問　胆振西部医師会（☎25－6565）

日時　 8月27日㈰
　　　午前 8時45分～午後 2時
集合場所
　総合公園だて歴史の杜トイレ前
探鳥地　長流川、有珠
参加費　100円（保険料として）
申込期限　 8月24日㈭
持ち物　昼食
問　太箸さん（☎82－3311）

日時　 8月20日㈰午後 1時30分～
場所　室蘭市中小企業センター
　　　（室蘭市東町 4丁目）
講師　加藤潔さん（札幌市自閉症者
自立支援センターゆい、札幌市自
閉症・発達障がい支援センターお
がる統括管理者）

定員　50人
参加費　500円
※事前にお申し込みください
問　熊谷さん（☎0143－23－1923）

日時　 9月10日㈰午前10時～
場所　市保健センター
定員　20人�
内容
⃝旬の伊達野菜を使った調理実習
⃝秘伝「加藤だし」のとり方
⃝料理の実食　など
講師　加藤イセ子さん（食育料理研
究家・食育指導士）

参加費　500円
申込期限　 8月25日㈮
問　ＪＡ伊達市（☎23－2181）

日時　 9月 2日㈯
　　　午後 1時30分～ 4時30分
定員　10人（申込多数時抽選）
申込期間　
　 8 月 7 日㈪～18日㈮午後 5時

日時　 9月16日㈯
　　　午後 1時～ 5時
定員　10人（申込多数時抽選）
受講費　2,000円（教材費含む）
申込期間　
　 8 月21日㈪～ 9月 1日㈮午後 5時

日時　 9月 9日㈯
　　　午後 1時～ 5時30分
定員　20人（申込多数時抽選）
受講費　1,000円（教材費含む）
申込期間　
　 8 月16日㈬～29日㈫午後 5時 日時　 8月22日㈫午後 3時～

　　　（開場：午後 2時30分～）
場所　製鉄記念室蘭病院
演題
　「肺がんの外科的治療について」
講師　長谷龍之介さん（同院呼吸器
外科長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－47－4404）

室蘭イタンキ浜の鳴り砂を科学する！

フィジカルコンピューティング入門

住まいの環境と科学
―暮らしを支えるセメント・コンクリート―

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
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　11月 5 日開催→10月号掲載
　希望→ 8月31日締切）
＜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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市体育協会からの
お知らせ

これから運動を始めたい方や、新
たなスポーツにチャレンジしたい方
などを対象に、指導者が基本的な
ルール指導やゲームの対戦相手に
なって楽しく指導します。
⃝卓球（初心者）
日時　 8月28日～12月18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　 9月 5日～12月19日
　　　�（全15回・毎週火曜日・12月

12日を除く）
定員　12人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初級）
日時　 9月 6日～12月20日
　　　�（全15回・毎週水曜日・10月

4 日を除く）
定員　17人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初心者）
日時　 9月 7日～12月21日
　　　（全15回・毎週木曜日）
定員　12人（申込多数時抽選）

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　 8月24日～10月26日
　　　（全10回・毎週木曜日）
　　　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　 8月17日㈭
持ち物　上靴・タオル・飲み物

日時　 9月 2日㈯
　　　午前10時30分～午後 1時
場所　市総合体育館
対象　18歳以上の方
定員　20人（先着順）
参加費　1,000円
　　　　（昼食代・保険料など含む）
申込期限　 8月21日㈪
持ち物　上靴、タオル
問　市体育協会（☎23－8600）

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（15回分）
各入館料　
　一般220円、65歳以上150円
　※回数券あり
各申込期間　 8月 7日㈪～21日㈪
各持ち物　上靴、タオル、飲み物
その他　祝日や体育館の専用利用時
や受講者が 8人以下の場合は中止
します。

各申込開始日　 8月 1日㈫

各申込開始日　 8月 1日㈫
問　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－8300）

⃝市総合体育館一般無料開放
日時　 9 月 2 日㈯午前 9時～正午
対象　60歳以上の方とその家族
種目　バドミントン・卓球・スポン
ジテニス・ミニバレー

持ち物　上靴
⃝卓球講習会
日時　 9月 2日㈯
　　　午前 9時～11時30分
対象　60歳以上の方（定員に満たな
い場合は、60歳未満の方も受け付
けします）

定員　30人（先着順）
持ち物　上靴、タオル、飲み物、ラ
ケット（お持ちの方）

日時　 9月 2日㈯午前 9時～正午
対象　60歳以上の方とその家族
　　　（お孫さんまで）
※トレーニング室利用は中学生以上
持ち物　
⃝プール：水着、水中メガネ、水中
キャップ、タオルなど
⃝トレーニング室：上靴

日時　 9月 2日㈯
　　　午後 1時～ 4時
対象　60歳以上の方
定員　10人（先着順）

健康づくりスポーツ教室 コーディネーショントレーニング

食とストレッチと健康のお話

元気いっぱい！敬老の日イベント

敬老の日イベント「温水プール・
トレーニング室無料開放」

敬老の日イベント
「教室体験（プール・陸トレ）」モデルはすべて伊達の女性！

ファッションショー
「新・竹取物語」

市総合体育館
温水プール・トレーニング室からの
お知らせ

全国でも珍しい舞台仕掛けの
ファッションショーです。
日時　 8月22日㈫午後 6時～
場所　カルチャーセンター
入場料　1,000円
　　　　（前売券販売中）
問　川南さん（ミナミ内☎23－2339）
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