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市体育協会
「 9人制バレーボール人材バンク」
女性登録者募集

｢2018スキー教室｣のご案内

無
料室蘭工業大学参加者募集

日時（どちらか１日）
⃝ 1月 6日㈯午前10時30分～正午
⃝ 1月 7日㈰午後 ２時30分～ 4時
対象　小学校 1・ ２年生

日時（どちらか１日）
⃝ 1月 6日㈯
　午後 ２時30分～ 4時30分
⃝ 1月1２日㈮
　午前10時30分～午後 0時30分
対象　小学校 3・ 4年生

日時（どちらか 1日）
⃝ 1月 7日㈰
　午前10時30分～午後 0時30分
⃝ 1月1２日㈮
　午後 ２時30分～ 4時30分
対象　小学校 5・ 6年生

開催日
1 期：1月13日㈯・14日㈰・２0日㈯・
　　　２1日㈰・ ２月 3日㈯
　　　検定日： ２月 4日㈰
２期：２月17日㈯・18日㈰・２4日㈯・
　　　２5日㈰・ 3月 3日㈯
　　　検定日： 3月 4日㈰
キッズ： ２月 3日㈯・17日㈯・
　　　２4日㈯・ 3月 3日㈯
　　　検定日： 3月 4日㈰
時間
土曜日（ 1・ ２期）：午後 1時～ 3時
日曜日・祝日：午前10時～午後 3時
キッズ：午前10時～11時30分
場所　オロフレスキー場
申�込方法　アルファスポーツ窓口で
受け付け（電話申込不可）
申込期限（当日受付不可）
　 1期： 1月 5日㈮
　 ２期： ２月 9日㈮
キッズ： 1月２1日㈰
※�クロスカントリー教室も開催。詳
しくは、藤田さん（☎090－２053
－3947）に問い合わせ
問　伊達スキー連盟事務局
　　上田さん（☎２4－30２7）

市体育協会では、 9人制バレー
ボールに興味のある女性を募集して
います。ご応募いただいた方は、 9
人制バレーボールの人材バンクに登
録し、大会ごとに人数の足りない
チームに派遣されます。
今回申し込まれた方は、まずは 3
月11日㈰開催「市地域交流レディー
スバレーボール大会」への出場が見
込まれます。
ぜひご応募ください。
申込期限　 1月31日㈬
問　市体育協会（☎２3－8600）

内容　❶型染め　❷縫い絞り染め
　　　❸ロウケツ染め　❹予備講習
受講費　3,000円（材料代含む）
申込期間　 1月 5日㈮～10日㈬
問　黎明観 (☎２5－6161) ミニムロぴょんロボットを作ろう！

めざせ！昆虫ロボットキング

パワフル！ ₄WD電池カーを作ろう

各場所　室工大ロボットアリーナ
各定員　10人（申込多数時抽選）
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（各講座どちらか 1
日・優先順位をつけて記入）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）
各申込期間　
1２月 4 日㈪～15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_offi��ce@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　 3月 3日開催→ 2月号掲載
　希望→12月30日締切）
＜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
＜掲載優先順位＞
❶市の指定管理者がその管理施設
　で行う自主事業
❷市以外の公共的団体が主催する
　事業
❸市民が主催する事業
　●市内で活動するサークル・同
　　好会などの会員募集
　●市内で開催される催し（公共
　　性が高いもの、参加費が低額
　　であるものを優先）
※紙面の都合で掲載できない場合
　あり
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新聞や絵本を楽しんでみよー！
参加者募集

藍染め講習会

市総合体育館温水プール
冬休み短期水泳教室

冬の自然勉強会

いきいき茶ろん
「お菓子教室（ブルーベリータルト）」
参加者募集

ありがとうプロジェクト
「表現者たけさん講演会・個展」

冬休みの自由研究にも役立つ
イベント！参加者募集

初めてから 4泳法完泳まで、お子
さんの泳力に合わせて行います。
日時　1２月２3日㈷～２5日㈪
　　　午前 9時～10時
対象　年長～小学生
定員　50人（先着順）

日時　1２月17日㈰午前10時～正午
場所　市民活動センター
内�容　講演「伊達の自然と自然保護
の課題」（会場内で写真展示あり）
講師　篠原盛雄さん
　　　（日本野鳥の会室蘭支部長）
参加費　大人のみ２00円
問　木村さん（☎090－7057－3２48）

水を怖がらないよう、プールが大
好きになるように、潜れる浮けるこ
とを目指します。
日時　1２月２3日㈷～２5日㈪
　　　午前10時30分～11時30分
対象　 ２歳 6ヵ月～年長
定員　２0人（先着順）

各場所　
　市総合体育館温水プール
各参加費　3,000円（保険料含む）
各申込期限　1２月２0日㈬
各�持ち物　水着・水泳帽子・バスタ
オル・ゴーグル（幼児はなくても可）
問�　市総合体育館温水プール・
　　トレーニング室（☎２5－8300）

各場所　カルチャーセンター
※どちらの行事も要事前申込
問　小野さん（☎090－２69２－4943）

各場所　図書館
各参加費　100円（材料費など含む）
各申込期限　1２月２0日㈬
問　四

し の へ

戸さん（☎090－9510－14２8）

脳梗塞で重い後遺症が残った「た
け」こと河村武明さんが、「ありが
とう」という言葉の持つ力などを伝
える講演会です。（個展も開催・講
演時間中の入退室は不可）
日時　1２月17日㈰
　 　 　 1 回目　午前10時30分～正午
　　　 ２回目　午後 ２時～ 3時30分
場所　カルチャーセンター
※�参加費として500円以上のカンパ
をお願いします
問　國松さん（☎090－699２－3538）

自由研究にもなるシート付です。
日時　1２月２3日㈷午前10時～
定員　 8組（２0人まで）（先着順）
参�加費　親 1人お子さん 1人で
　�1,000円（お子さん１人追加につ
き500円）
持�ち物　かたづけたい場所の写真・
筆記用具

日時　1２月18日㈪午後 1時30分～
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。参加を希望する
方はお問い合わせください。
問　いきいき茶ろん　川村さん
　　（いきいき食堂内☎２２－8877）

日時　1２月２5日㈪午後 1時～
定員　２0人（先着順）
参加費　作る人 1人1,500円
※小学校低学年以下は保護者同伴

日時　 1月 7日㈰
　　　午前10時30分～正午
対象　小学生以上の方
定員　２0人
持ち物　可能であれば新聞紙

日時　 1月 7日㈰
　　　午後 1時～ ２時40分
対象　小学校 3年生以上の方
定員　10人
持ち物　「冬」に関する絵本 1冊

日時　 1月11日㈭・1２日㈮・13日㈯・
　　　16日㈫・17日㈬・18日㈭・
　　　19日㈮（全 7回）
　　　午前10時～正午
場所　黎明観藍工房
定員　15人（先着順）

冬休み香りの体験「アロマハンド
ジェルとバスボム作り」

まわしよみ新聞をやっテミヨー！

絵本の読み聞かせをやっテミヨー！

ジュニア教室

幼児水慣れ教室

親子でおかたづけレッスン
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