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無
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伊達市民
パークゴルフ教室 「水中華」新会員募集

伊達柔道スポーツ少年団
団員募集

潮香園に柔らかいタオルを
寄贈してください

製鉄記念室蘭病院
第 3回糖尿病教室

室蘭工業大学公開講座
「異文化理解講座～世界各地域の言語・
文化の様相」参加者募集

市体育協会
第 3回傘讃パークゴルフ大会

無
料

緩和ケアボランティア
講習会
日時　 ４月2８日㈯
　　　午前10時～11時30分
場所　日鋼記念病院
対�象　緩和ケアボランティアに興味
をお持ちの方
内容　
⃝�緩和ケアの理念と役割
⃝�ボランティア活動について
⃝病棟見学　など
申込方法　電話で下記へ
申込期限　 ４月2７日㈮
問　日鋼記念病院医療福祉相談室
　　（☎01４3－22－222５）

日時　 ５月13日㈰
　　　受付：午前 ８時４５分～
場所　関内パークゴルフ場
対象　市内在住の方
申�込方法　次のどちらかでお申し込
みください。　
⃝�関内パークゴルフ場管理室で申込
用紙に記入
⃝市体育協会に電話（☎23－８６00）
申込期間　 ４ 月1４日㈯～ ５月 ７日㈪
※用具のレンタルあり
問　高瀨さん (☎23－003６)

水中での運動を自分の体力に合わ
せて行います。
日時　毎週火・金曜日
　　　午後 0時30分～ 2時30分
場所　市総合体育館温水プール
入会金　５00円
会費　月2,５00円（入館料含む）
問　杢

もく

代
だい

さん（☎0８0－1８６2－320５）

柔道を通じて、健全な体力・精神
力の育成を目標に活動しています。
稽古日時　毎週月～水曜日
　　　　　午後 ５時30分～ ７時30分
場所　武道館
対象　 ６歳～中学生
※体験用の道着あり
問　鎌田さん（☎0９0－８９0７－９８６3）

市養護老人ホーム潮香園では、体
を拭くときなどに使う「ウェス」が
不足しています。
ご家庭でご使用にならない柔らか
いタオル類がありましたら、ぜひ寄
贈してください。
ご寄贈いただけるときは、潮香園
にお持ちください。
大変ご面倒をおかけしますが、よ
ろしくお願いします。
問　潮香園（☎3８－20８８）

日時　 ４月2６日㈭
　　　午後 3時～
場�所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター
内容　薬物療法について
講師　
⃝髙田明典さん（糖尿病内科長）
⃝加藤郁美さん（薬剤師）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎01４3－４７－４４0４）

日時　 ５月1６日～ ６月20日
　　　（全 ６回・毎週水曜日）
　　　午後 ６時～ ７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　20人（先着順）
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
　 ４月1６日㈪～2７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）

日時　 ６月 ５日㈫（雨天決行）
　　　午前 ８時30分～午後 1時
　　　（受付：午前 ８時～）
場所　関内パークゴルフ場
対�象　市内在住で昭和13年以前生ま
れの方
定員　100人（先着順）
参加費　７00円（保険料など含む）
申込期限　 ５月1８日㈮
問　市体育協会（☎23－８６00）

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（例　 7月 8日開催→ 6月号掲載希望→ 4月27日締切）
※紙面の都合で掲載できない場合があります
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市総合体育館温水プール・
トレーニング室からのお知らせ

市民活動サークル
ttemiyo（テミヨー）参加者募集

ひだまりの杜「なないろ繋ぎ
～寄り添う“想い”プロジェクト～
今、ひとつになろう」

有珠山山開き・
安全祈願祭

第 9回「今を創る
伊達の 5人展2018」

いきいき茶ろん
「雑穀を使った郷土料理教室」
参加者募集

日時　 ４月22日㈰
　　　午前10時30分～正午
対�象　小学校 3年生以上の方（保護
者同伴であれば小学校 3年生未満
も可）
定員　10人（先着順）
参加費　300円（お茶とお菓子付き）
持�ち物　インターネットが使える
　ノートパソコン

道内外の公募展で活躍している市
内在住のベテラン作家 ５人による、
絵画と彫刻の作品発表です。
日時　 ５月 3日㈷～ ６日㈰
　　　午前 ９時～午後10時
　　（ 3日は正午から、 ６日は午後
　　　 ４時まで）
場所　カルチャーセンター
出�品者　熊谷健、黒田孝、佐藤光雄、
芳賀雪子、牧輝子、
　野本醇（賛助出品）
問　佐藤さん（☎2５－４６５3）

日時　 ４月22日㈰
　　　午後 1時30分～ 3時
定員　30人（先着順）
参加費　300円（ケーキセット付き）

各場所　市民活動センター
各申込方法　電話で下記へ
各申込期限　 ４月20日㈮
問　四

し の へ

戸さん（☎0９0－９５10－1４2８）

さまざまな病気と向き合う患者さ
んやご家族など、ご来場いただいた
皆さんが元気になり笑顔になれるよ
うなイベントです。
日時　 ４月1４日㈯
　　　午後 1時～ ４時
　　　（開場：午後 0時30分～）
場所　市民活動センター
内容
⃝�清水健さん（元読売テレビアナウ
ンサー）をお招きしての講演「想
う。明日の笑顔のために」
⃝�がん経験者の体験談「闘病体験で
想うこと」
⃝�医療用ウィッグ・胸パットなどの
展示・相談コーナー
⃝アロマテラピー体験コーナー
※�詳しい内容は「ひだまりの杜ホー
ムページ」をご覧ください
問　ひだまりの杜
　　（☎0８0－８2９６－31５1）

家族で登山を楽しみませんか。
日時　 ４月2９日㈷午前 ９時～
場所　有珠山登山道入口
問　だて観光協会（☎2５－2７22）

日時　 ４月1６日㈪
　　　正午～
場所　いきいき食堂（鹿島町）
参加費　1,000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）

ストレッチ・筋力トレーニングな
ど、高齢者に合わせた運動です。
日時　 ４月1６日～ ７月23日
　　　（毎週月曜日・祝日除く）
　　　午前10時～11時30分
場所　市総合体育館温水プール
対象　６0歳以上の方
定員　30人（先着順）
参加費　月2,000円
保険料　５30円（申込時のみ）
申�込方法　市総合体育館温水プール
窓口に、印鑑と参加費・保険料を
持参してください。
申込期限　 ４月13日㈮
持ち物　上靴・タオル・飲み物

年間を通して、子どもたちの体力
低下などを防ぐため、遊びを用いた
運動を行います。
日時　毎週木曜日
　　　午後 3時～ 3時４５分
場所　市総合体育館温水プール
対象　 ４～ ６歳の就学前のお子さん
参加費　月2,000円
保険料　５30円（申込時のみ）
※詳しくはお問い合わせください
問�　市総合体育館温水プール・
　　トレーニング室（☎2５－８300）

介護予防教室 プログラミングをやっテミヨー

新聞で楽しむコミュニケーション講座

キッズコーディネーション教室
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