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

―　広　告　―

無
料

「おかたづけのきほんを学ぼう」
参加者募集

「北湘南サッカースクールＵ12」
2018新規選手募集

第27回YOSAKOIソーラン祭り
市民審査員の募集

家庭菜園セミナー
「無農薬・無化学肥料で作る家庭菜園」

伊達スイミングスポーツ少年団
平成３0年度新入団員募集ヤマハ音楽教室

「おんがくのおくりもの
コンサート」

無
料

ウェルネスプラス親子体操教室
無料体験のお知らせ
トランポリンや縄跳び、鉄棒を使っ
て親子で楽しく運動しませんか。
日時
　 ４月１２日㈭・１９日㈭・２6日㈭
　午後 3時～ ４時
場所　市総合体育館
対�象　 ４～ 6歳のお子さんと保護者
のペア
定員　１0組（先着順）
申込期限　各開催日の前日
問　ウェルネスプラス（☎8２－6055）

日時　 3月3１日㈯
　　　午前１0時～１１時30分
場所　カルチャーセンター
定員　２0人（先着順）
参加費　
⃝大人　 １人１,000 円
⃝小学生以下（保護者同伴）
　　　　 １人500円
持�ち物　かたづけたい場所 １ヵ所の
写真・筆記用具
※事前にお申し込みください
問　小野さん（☎0９0－２6９２－４９４3）

練習日時
⃝月・水曜日：午後 5時30分～ ７時
⃝�土・日曜日のどちらか：時間は変
動します
場所　
⃝ 3～１２月：まなびの里サッカー場
⃝ １・ ２月：�まなびの里サッカー場

屋内運動場
※�詳しい内容は「北湘南サッカース
クールホームページ」をご覧くだ
さい
問　真島さん（☎0９0－8７0７－33２１）

YOSAKOI チームの演舞を審査す
る審査員を「市民審査員」として道
内各地から募集します。
活�動日　 6月 ９日㈯・１0日㈰のどち
らか１日
活動場所　
　札幌市中央区（大通公園周辺）
申込期限　 ４月２0日㈮
※詳しい内容・応募条件は、YOSA
　�KOIソーラン祭り公式ホームペー
ジでご確認ください
問　同実行委員会　伊藤さん
　　（☎0１１－２１９－４35１）

日時　 ４月 8日㈰
　　　午後 １時30分～ 3時30分
場所　市民活動センター
定員　30人
講�師　清水幸一さん（農業・環境・
健康研究所名寄研究農場長）
参加費　300円
申込期限　 ４月 １日㈰
問　山口さん（☎２２－0１80）

⃝育成コース
　練習日時　毎週火・木曜日
　　　　　　午後 6時～ ７時30分
⃝選手コース
　練習日時　毎週水・金・土曜日
　　　　　午後 5時30分～ ７時30分
各場所　市総合体育館温水プール
各�対象　水に顔をつけることができ
る小学生
各�申込方法　住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・生年月日・学校名・学
年・保護者氏名を書いて、はがき・
ＦＡＸ・メールのどれかで下記へ
各申込期限　 ４月１5日㈰
問　藤原達雄さん
　　（梅本町２3－80、 ２5－5９36、
　 ：t２3fuji@poppy.ocn.ne.jp）

小さなお子さんをはじめご家族皆
さんで楽しめるコンサートです。
日時　 ４月 １日㈰
　　　午前１0時30分～
場所　伊達信用金庫コスモスホール
演�奏曲　アラジンよりホールニュー
ワールド、パンダうさぎコアラ、
大きな栗の木の下で　ほか
問�　エルム楽器伊達ミュージックセ
ンター（☎２１－２２２２）

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　 6月 9日開催→ 5月号掲載
　希望→ 3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。
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無
料

無
料

市体育協会からの
お知らせ

古典ヨガサークル
無料体験しませんか

いきいき茶ろん
お菓子教室（お好み焼き）
参加者募集

冬の自然勉強会
　　「身近な自然に親しみ、
　 　 　 大切にして行こう」

市総合体育館温水プール
春休み短期水泳教室

日本野鳥の会
「探鳥会」に参加しませんか

健康寿命を延ばしませんか。
ポーズを取らないヨガクラスです。
日時　 3月１９日㈪、２6日㈪
　　　午前１0時～１１時30分
場所　中央区末永集会所
持ち物　ヨガマットかバスタオル
問　木村さん（☎080－3２3２－8808）

日時　 3月２6日㈪
　　　午後 １時～
場所　いきいき食堂（鹿島町）
参加費　800円
※事前にお申し込みください
問　いきいき茶ろん　川村さん
　　（いきいき食堂内☎２２－88７７）

日時　 3月２5日㈰
　　　午前１0時～正午
場所　カルチャーセンター
講師　�伴野俊夫さん（ヨシキリの会）

伴野美江さん（ヨシキリの会）
内容
⃝２5年を迎えたヨシキリの会のあゆみ
⃝つれづれの森（所有地）に通う日々
⃝身近な野鳥の調査状況
参加費　大人のみ２00円
問　木村さん（☎0９0－７05７－3２４8）

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　 3月２９日㈭～3１日㈯
　　　午前 ９時～１0時
対象　年長～中学生
定員　７0人（先着順）

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　 3月２９日㈭～3１日㈯
　　　午前１0時30分～１１時30分
対象　 ２歳 6ヵ月～ 6歳
定員　30人（先着順）

各場所　市総合体育館温水プール
各参加費　3,030円（保険料含む）
各申込期限　 3月２6日㈪
問�　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎２5－8300）

日時　 3月１8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・有珠
　　　　※現地解散
参加費　１00円（保険料として）
申込期限　 3月１5日㈭
問　市毛さん (☎0９0－４8２0－6030)

日時　 3月１8日㈰
　　　午前 ９時30分～午後 １時
場所　市総合体育館
対象　市内在住か市内勤務の方
種目　�男性ペア・女性ペア・
　　　男女ペアのダブルス
申込期限　 3月１１日㈰

⃝卓球（初心者）
　開催日　 ４月 ９日～ ７月30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
　開催日　 ４月１0日～ ７月２４日
　　　　　（全１5回・毎週火曜日）
　定員　１２人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初級）
　開催日　 ４月１１日～ 8月 8日
　　　　　（全１5回・毎週水曜日）
　定員　１７人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初心者）
　開催日　 ４月１２日～ 8月１6日
　　　　　（全１5回・毎週木曜日）
　定員　１２人（申込多数時抽選）
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（ ４ヵ月分）
各入館料（ １人 １回）　
　一般２２0円、65歳以上１50円
　※回数券あり
各申込期間　 3月 5日㈪～１９日㈪
そ�の他　祝日や体育館で大会がある
ときなどは中止します。
問　市体育協会（☎２3－8600）

健康づくりスポーツ教室

ジュニア教室

幼児水慣れ教室

第4回市民交流スポンジテニス大会
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