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「伊達写真連盟作品展」
一般公募作品募集

日本野鳥の会
「探鳥会」に参加しませんか

無
料

無
料

無
料

おもしろく為になる
「冬の自然勉強会」

市民フロアカーリング
交流会

室蘭工業大学公開講座
デンマークのハート形の飾り付け
「ユーレイェアテ」を作ろう！白老町・登別市・室蘭市・伊達市

三市一町ケアマネ合同研修会
を見学にきませんか

不用なタオルを
提供してください

日時　12月23日㈷午後 1時～ 4 時
場所　市総合体育館
定員　30人（先着順）
申込期限　12月13日㈬
持ち物　上靴、膝あて（お持ちの方）
問　渡部さん（☎25－4444）

日時　12月 3 日㈰
　　　午前 ８時45分～正午
集合場所
　総合公園だて歴史の杜トイレ前
探鳥地　長流川※現地解散
参加費　100円（保険料として）
申込期限　11月30日㈭
問　福田さん（☎3８－25９3）

住み慣れた地域で健康な暮らしを
続けるためのヒントがたくさんあり
ます。ぜひお越しください。
日時　12月 2 日㈯午後 2時～
　　　（受付：午後 1時15分～）
場所　カルチャーセンター
内容
⃝講�演：「新時代到来～地域包括ケ

アの目標と課題～」
　講師：堀田聡子さん
　　　　（慶應義塾大学大学院教授）
⃝シ�ンポジウム：「胆振西部の地域

包括ケア」
　座長：�岡本拓也さん（聖ヶ丘サテ

ライトクリニック院長）
問　市ケアマネ連絡会事務局
　　（ケアプラン風花内☎８2－６0９0）

ＪＡ伊達市女性部では、毎年ボラ
ンティアの一環として市内の小中学
校へ雑巾を寄贈していますが、その
材料の手ぬぐいやタオルが不足して
います。
ご家庭でご使用にならない手ぬぐ
いやタオル類がありましたら、ぜひ
提供してください。
問　ＪＡ伊達市女性部事務局（ＪＡ
伊達市営農指導課内☎23－21８1）

応募資格　市内在住の方
サイズ
　四つ切以上、パネル、額装
　※カラー・モノクロ問わず
応募方法　
　�題名を明記し「カメラのヒラマツ」
へ持参（ 1人 1点）

応募期限　11月10日㈮
作品展示　11月22日㈬～2６日㈰
※27日㈪から作品返却
展示場所　カルチャーセンター
問　カメラのヒラマツ　平松さん
　　（☎23－2353）

日時　11月2６日㈰午前10時～正午
場所　市民活動センター
演�題　「人間が引き起す環境問題と
環境教育の必要性」
講師　加藤康大さん
　　　（いきものいんく）
問　木村さん（☎25－5８5８）

デンマークならではのクリスマス
の習慣などを紹介します。
日時　12月1６日㈯午前10時30分～
場所　室蘭工業大学教育・研究 2号
館Ｑ棟
対象　高校生以上の方
定員　10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）
申込期間　11月20日㈪～12月 1 日㈮
午後 5時

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）

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　 2月 3日開催→ 1月号掲載希望→11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
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伊達子ども劇場鑑賞例会

いきいき茶ろん
「お菓子教室」参加者募集

市体育協会
からだバー教室

無
料

無
料

11月26日㈰は
市総合体育館まつり

室蘭市・登別市・伊達市
三市合同上映会
「告白、満蒙開拓団の女たち」

平成29年度
第37回北海道伊達高等養護学校
学校祭

婚活応援企画
「シングル同士の出会いの広場」

第32回
ふるさと伊達芸能まつり

⃝一般無料開放
　時間　午前 ９時～午後 5時
　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

　持ち物　運動靴・タオル・飲み物
⃝卓球講習会
　時間　午前 ９時30分～正午
　　　　（受付：午前 ９時～）
　対象　市内在住の1８歳以上の方
　　　　（学生を除く）
　定員　35人（先着順）
　持�ち物　運動靴・タオル・飲み物・

ラケット（お持ちの方）
各申込期間　11月 ６ 日㈪～14日㈫
⃝陸上講習会
　時間　午後 1時30分～ 3時
　　　　（受付：午後１時～）
　対象　小学生
　定員　50人（先着順）
　持ち物　運動靴・タオル・飲み物
申込期限　11月14日㈫
問　市体育協会（☎23－８６00）

⃝Dance 発表会＆ビンゴ
日頃の練習の成果を発表し、そ
の後ビンゴゲームを行います。
　時間　午後 2時～ 4時
　場所　市総合体育館
　ビンゴ大会参加費　200円
問　市総合体育館温水プール・
　トレーニング室（☎25－８300）

⃝一般無料開放
　時間　午前 ９時～午後 5時
　持ち物　
　　�温�水プール：水着・水中メガネ・

水中キャップなど
　　ト�レーニング室：運動靴・タオ

ル・飲み物など
⃝プール遊び場
　時間　午前 ９時30分～11時
　持�ち物　水着・水中メガネ・水中

キャップ・バスタオルなど

日時　11月17日㈮午後 7時
場所　カルチャーセンター

日時　11月30日㈭午後 ６時30分～
場所　カルチャーセンター
問　伊達子ども劇場（☎23－4152）

日時　11月12日㈰午後 ６時30分～
場所　ホテルローヤル
対象　25歳以上の独身の方
※詳しくはお問い合わせください
問　大屋さん（☎0９0－６445－00８3）

日時　11月1９日㈰午前10時～
　　　（開場：午前 ９時～）
場所　カルチャーセンター
入場料　500円
※�入場券はカルチャーセンターで販
売しています
問　太細さん（☎25－171６）

日時　11月1６日㈭午後 1時～
場所　伊達信用金庫コスモスホール
申込期限　11月15日㈬
問　萩原さん（☎0９0－7６53－34６８）

日時　11月1８日㈯
　　　午前 ９時30分～午後 2時30分
場所　伊達高等養護学校
持ち物　スリッパ・下足袋
問　伊達高等養護学校（☎25－5115）

入会金　 1人200円
会費　月1,000円（ 3歳以下無料）

　トースターでピザを作ります。
日時　11月20日㈪午後 1時～
場所　いきいき食堂（鹿島町）
参加費　８00円
その他
⃝要事前予約
⃝�この他、毎月「薬膳料理教室」を
開催しています。
問　いきいき茶ろん　川村さん
　　（いきいき食堂内☎22－８８77）

木製のバーを使って、活力溢れる
からだになることを目指す教室です。
日時　11月24日～12月22日
　　　（全 5回・毎週金曜日）
　　　午前10時45分～11時45分
場所　市総合体育館
定員　20人（先着順）
参加費　3,000円（保険料など含む）
申込期限　11月17日㈮
持ち物　運動靴・飲み物・タオル
問　市体育協会（☎23－８６00）

温水プール・トレーニング室

キッドナップ・ツアー

あなたがうまれるまで

無
料市総合体育館
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