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平成29年度
室蘭地方精神保健協会講演会

伊達水泳協会
「第33回伊達市民水泳競技大会」
参加者募集

ひだまりの杜
病気で頭髪が抜けてしまった方のため
「タオル帽子」を作りませんか

バレーボール少年団
「伊達政宗ダンガンズ」
メンバー募集

「生活習慣とがん」を学ぶ
カラダの学校
健康プラザＤＸ（デラックス）

市Ｂ＆Ｇ海洋センター
パークゴルフ大会

ママさんバレーボールチーム
「伊達若草」メンバー募集

日時　10月26日㈭午後 1時～ 3 時
場所　むろらん広域センタービル
テーマ　「どこからが依存症？
� ～やめたいのにやめられない～」
講師　芦澤健さん（千歳病院院長）
申込期限　10月19日㈭
問　室蘭地方精神保健協会事務局
　　（☎0143－24－9843）

乳がん検診を同時開催します。
日時　10月15日㈰午前 9時～
場所　日鋼記念病院
内�容　講演、操作体験（胃カメラ・
エコー）、リンパマッサージ講座、
大腸スタンプラリー、ヘルシーラ
ンチパック（限定70食・500円）、
変身！？ドクター＆ナース（お子さ
ん対象）など
問　日鋼記念病院（☎24－1331）

日時　11月 8 日㈬※雨天決行
　　　午前 8時30分～午後 1時
場�所　市Ｂ＆Ｇ海洋センターパーク
ゴルフ場
対象　市内在住の方
定員　80人（先着順）
参加費　700円（入場料・保険料含む）
申込期限　10月20日㈮
問　市体育協会（☎23－8600）

練習日時　毎週火・金曜日
　　　　　午後 7時30分～ 9時30分
場所　市総合体育館
対�象　伊達小学校区にお住まいの既
婚女性か30歳以上の未婚女性
会�費　月1,500円（年度始めには、別
途保険料などがかかります）
問　竹内さん（☎090－2057－7637）

日時　毎月第 2・ 4土曜日
　　　午後 1時～ 4時
場所　市民活動センター
持ち物　裁縫道具
※活動時間内の出入り自由
問　菅野さん（☎080－8296－3151）

練習日時　毎週水～金曜日
　　　　　午後 7時～ 8時30分
場�所　伊達西小学校・長和小学校・
　東小学校
対象　小学生
会費　月1,000円
　　（別途保険料などがかかります）
問　神さん（☎090－8905－4608）

日時　11月 5 日㈰午前 9時～
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
生以上の方
申込方法　申込用紙を下記問い合わ
せ先に提出
申込書配付場所
⃝市総合体育館温水プール
⃝伊達水泳協会（柴田モータース内）
申込期限　10月10日㈫
問　伊達水泳協会
（柴田モータース内・梅本町55－ 5
☎23－2416） 木製恐竜ロボットを作ろう！

ピカピカ☆ボックスを作ろう！

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　 1月 5日開催→12月号掲載
　希望→10月31日締切）
掲載の優先順位を定めています。
掲載基準は企画課へお問い合わせ
ください。

室蘭工業大学
ロボットアリーナ参加者募集

各場所　室蘭工業大学ロボットア
リーナ
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　10月18日㈬午後 5時
問　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）

日時　10月28日㈯午前10時30分～
対象　小学校 1～ 3年生
定員　 6人（申込多数時抽選）

日時　10月28日㈯午後 2時～
対象　小学校 4年生以上
定員　 8人（申込多数時抽選）
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藍染め講習会
「携帯電話ケース・スマートフォン
ケースを作りましょう」

無
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無
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無
料

無
料

平成29年度市老人クラブ連合会
第45回演芸大会

網代町ハロウィンイベント
参加者募集

11月 3 日はアロマの日
「アロマ石けん作りと
ハンドトリートメント体験」

さわやかともの会
同行支援ガイド講演会
「視覚に障がいのある方の傍で」

いきいき茶ろん参加者募集

室蘭友の会
「暮らしと家計の講習会」

伊達ブンブン文庫
「布絵本・布遊具手作り講習会」

市介護者と共にあゆむ会
「平成29年度家族介護体験発表会」

日時　10月10日㈫午後 0時30分～
　　　（開場：正午～）
場所　カルチャーセンター
内容　舞踊・民謡・詩吟などの発表
問　同連合会事務局　杉村さん
�（市社会福祉協議会内☎22－4124）

日時　10月13日㈮午後 4時～
　　　（受付：午後 3時～）
場所　網代町フロンティア公園
対象　就学前のお子さんと保護者
�（兄弟で参加の場合は小学生も可）
参加条件　できる限り手作りの仮装
内容
⃝イベント参加店でお菓子をもらう
⃝子ども・保護者仮装コンテスト
⃝お楽しみ抽選会
申�込方法　ＦＡＸかメールに住所・
氏名・年齢・電話番号を書いて下
記へ
申込期限　10月10日㈫
※�問い合わせは平日の午前10時～午
後 2時、参加申込は24時間受付
問�　網代町商店街振興組合事務局
（☎・ 25－3098、 ：ajirocho@
jeans.ocn.ne.jp）

日時　10月11日㈬午後 1時～
対象　料理が苦手な男性
定員　 5人
参加費　800円

日時　10月24日㈫午前10時～正午
場所　市民活動センター
内容
⃝家計簿のつけ方
⃝副食費予算の立て方
　など
参加費　450円（当日500円）
※託児あり
　（100円・おやつ付き・要申込）
問　室蘭友の会 (☎0143－45－0605)

日時　10月30日㈪午後 1時～
参加費　700円

各場所　いきいき食堂（鹿島町）
※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　10月15日㈰午後 1時～ 3時
場所　市社会福祉協議会
講師　小林譽志美さん（室蘭ガイド　
　ヘルパーの会）
問　鈴木さん（☎25－4633）

日時　10月22日㈰午後 1時～ 4時
場所　市民活動センター
内容
⃝�第 1 部：体験発表会（発表者：岸
幸子さん、三谷和雄さん）
⃝�第 2 部：浄土真宗有珠山紋鼈寺住
職による講話
問　森さん（☎23－1053）

日時　10月27日㈮、29日㈰
　　　午前10時～正午
場所　黎明観藍工房
定員　各10人（先着順）
参�加費　携帯電話ケース800円、ス
マートフォンケース850円
申込期限　10月21日㈯
持ち物　裁縫道具
問　黎明観（☎25－6161）

日時　11月 2 日㈭午前10時～
場所　市民活動センター
定員　各10人（先着順）
❶布絵本「もぐもぐくまさん」
❷つるし飾り「おひなさま」
教材費（１セット）　
❶2,500円　❷1,500円
持ち物　裁縫道具、昼食、飲み物
その他　託児あり（ 1人100円）
※事前にお申し込みください
問�　宇野さん（☎22－0331）

日時　11月 3 日㈷
⃝石けん作り：午後 1時30分～
⃝ハンドトリートメント：午後 3時～
場所　カルチャーセンター
定員　各20人（先着順）
参加費　
⃝石けん作り：作る人 1人500円
⃝ハンドトリートメント：1,500円
持ち物　バスタオル（ハンドトリー
トメント体験者のみ）
問　小野さん（☎090－2692－4943）

男の料理教室（のり巻き）

お菓子教室（簡単豆腐ドーナツ）


	広報だてNo710_Part24
	広報だてNo710_Part25

