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伊達水泳協会
「伊達スイミング少年団」
第 2期新入団員募集

室蘭工業大学参加者募集 ミニバレーボールサークル
部員募集

室蘭ＬＤを考える会
教育講演会「子どもの困り」

見学しながら体験してみませんか。
日時　毎週火・金曜日
　　　午後 7時～ 9時
場所　長和小学校
会費　初回のみ200円、月300円
問　中野さん（☎23－0307）

日時　 9月25日～10月30日
　　　�（全 6回・毎週月曜日・10月

10日のみ火曜日）
　　　午後 6時～ 7時
場�所　室蘭工業大学教育・研究 2号
館Ｑ棟
対�象　基本的な英語力がある高校生
以上の方

日頃の運動不足解消・体力維持の
ため、楽しく運動してみませんか。
日時　毎週木曜日
　　　午前 9時30分～正午
場所　市総合体育館
対象　女性の方
会費　月200円
問　菊池さん（☎22－7288）

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）
各申込期限　 9月20日㈬午後 5時

練習日時　毎週火・木曜日
　　　　　午後 6時～ 7時30分
場所　市総合体育館温水プール
対象　市内在住か近隣市町村の小学
生で水に顔をつけることができる
児童
申込方法　住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・学校名・学年・保護者
名を書いて、はがき・ＦＡＸ・メー
ルのどれかで下記へ
申込期限　 9月15日㈮
問　藤原達雄さん
　　（梅本町23－80、 25－5936、
　 ：t23fuji@poppy.ocn.ne.jp）

定員　20人（申込多数時抽選）
受講費　1,000円（教材費含む）
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）
申込期限　 9月1４日㈭午後 5時

どちらのサークルも、お子さんと
一緒でも大丈夫。初心者大歓迎です。

日時　 9月30日㈯
　　　午前10時30分～正午
対象　小学校 1～ 3年生
定員　 6人（申込多数時抽選）

日時　 9月30日㈯
　　　午後 2時～ ４時
対象　小学校 3～ 6年生
定員　10人（申込多数時抽選） 日時　 9月23日㈷

　　　午後 1時30分～
場所�　胆振地方男女平等参画セン

ター（室蘭市東町 ４丁目）
定員　50人
講師　坂内仁さん
�（特別支援教育スーパーバイザー）
※事前にお申し込みください
問　熊谷さん（☎01４3－23－1923）

プレジャーサークル

英会話：外国の文化について話しましょう
（初級～中級）

エクセル

ロボブロックで遊ぼう！

オリジナルパソコンゲームを作ろう！

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　12月 5 日開催→11月号掲載
　希望→ 9月30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

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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だてキッズ体操クラブJSC
見学・体験のご案内

市体育協会
体育の日イベント

新婦人伊達支部
「赤ちゃん・親子リズム体操
無料体験会」

第21回伊達市長杯
パークゴルフ大会

いきいき茶ろん参加者募集

伊達消費者協会
「パネル展・手づくり体験会・
フリーマーケット」

日本詩吟学院北海道道南岳風会
平成29年度伊達支部吟道大会

日時　 9月 6日～27日（毎週水曜日）
　　　午後 3時～ 5時
※入団受付： 9月27日㈬
場所　市総合体育館
対象　年少以上の幼児
持ち物　上靴
問　白戸さん
　　（☎090－5980－7006）

日時　 9月17日㈰
　　　午前 8時30分～
　　　（受付：午前 8時～）
場所　まなびの里パークゴルフ場
対象　市内在住の方
定員　1４４人（先着順）
参加費　1,000円（保険料など含む）
申込期限　 9月10日㈰
申�込方法　次のどれかでお申し込み
ください。
⃝市体育協会に電話（☎23－8600）

日時　 9月25日㈪
　　　午後 1時～
参加費　700円（材料代）
※お持ち帰りできます

日時　10月 2 日㈪
　　　午後 1時～
参加費　700円（材料代）
※お持ち帰りできます

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　 9月11日㈪～13日㈬　
　　　午前10時～午後 3時
場所　カルチャーセンター
内容
⃝�暮らしの安全・安心パネル展（午
前10時～午後10時、最終日のみ午
後 3時まで）
⃝�大人用手づくり体験会（ベスト、
ガウチョパンツ、布ぞうり、靴下
カバーなど）
　※自由参加・材料費300円
⃝フリーマーケット
問　伊達消費者協会（☎25－４067）

漢詩・和歌・構成吟などを吟じま
す。詩吟・歴史に興味のある方、お
気軽にご来場ください。
日時　10月 1 日㈰
　　　午後 1時30分～
場所　ホテルローヤル
問　佐藤さん（☎2４－1372）

日時　10月 9 日㈷
　　　午前 9時～午後 5時
　（メインアリーナは午後 1時から）
種�目　バドミントン・卓球・スポン
ジテニス・ミニバレー・バスケッ
トボール（バスケットボールは午
後 3時以降）
持ち物　上靴

日時　10月 9 日㈷
　　　午後 1時30分～ ４時
　　　（受付：午後 1時15分～）
集合場所　
　市総合体育館メインアリーナ入口
定員　４0人
申込期限　 9月25日㈪
持�ち物　タオル、飲み物、ラケット
（お持ちの方）

各申込開始日　 9月 1日㈮
問　市体育協会（☎23－8600）

親子で一緒にリズム遊びをしませ
んか。おしゃべりや子育ての情報交
換もできますよ。
日時　毎週月曜日　午前10時30分～
場所　みらい館
対象　 0歳～入園前のお子さん
内容　リズム体操、手あそび、絵本
の読み聞かせ、赤ちゃんマッサー
ジなど
持ち物　汗拭きタオル、飲み物
問　加藤さん（☎25－155４）

⃝まなびの里パークゴルフ場に電話
　（☎38－2151）
⃝�関内パークゴルフ場管理室で申込
用紙に記入
そ�の他　クラブやボールなどはご持
参ください。
問　髙瀨さん（☎23－0036）

お菓子教室（どら焼き）

のり巻き教室（韓国のり巻き）

市総合体育館無料開放

卓球講習会
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