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修武カラテ少年団
カラテ体験・見学会

市立室蘭総合病院
「脳卒中市民公開講座」

ＦＣ　ＤＡＴＥ少年団
新入団員募集

陸上自衛隊第７師団創隊63周年・
東千歳駐屯地創立64周年
記念行事

市民観察会「有珠の自然と歴史・文
化を訪ねる会」～野鳥・植物・海洋
生物・火山地形など～

乗馬の魅力に触れてみませんか
伊達騎馬武者保存会
「乗馬体験教室」

日�時　 6月 2日㈯～2３日㈯
　　　（全 4回・毎週土曜日）
　　　午前10時～正午
　　　（ 2日のみ午後 6時～）
場所　市民活動センターほか
対�象　小学校 5年生以上で身長が
120㎝以上の方
定員　３0人
参加費　小・中・高生2,000円、
　　　　大人３,000円
申込期限　 5月20日㈰
問　岡倉さん（☎25－1515）

日時　 6月 2日㈯午前 9時～正午
場所　福田ネイチャーハウス
　　　（南有珠町106）
定員　３0人
参加費　中学生以上700円
申込期限　 5月26日㈯
そ�の他　希望者には午後 ３時までご
案内します。（昼食持参）

問　福田さん（☎３8－259３）

日時　 5月27日㈰
　　　午前 8時～午後 ３時
場所　東千歳駐屯地
　　　（千歳市祝梅1016）
内容　
⃝日本最大の戦車などのパレード
⃝訓練展示
⃝装備品展示
⃝戦車試乗
⃝ふれあい広場・模擬売店　など
そ�の他　当日は大変混雑が予想され
るので、公共機関の活用をおすす
めします。（ＪＲ千歳駅から千歳
相互バス運行）

問�　陸上自衛隊第 7師団司令部総務
課広報渉外班（☎012３－2３－51３1）

「ＦＣ　ＤＡＴＥ」では、新入団
員を募集しています。体験・見学も
できますので、サッカーに興味のあ
る方はご連絡ください。
練習日時　週 ３～ 5回
　　　　午後 4時～ 6時（変更あり）
場�所　伊達小学校、まなびの里サッ
カー場など（冬季は市内体育館）
対�象　小学生（保護者同伴であれば

5歳から入団可）
入団金　2,000円
年会費
⃝幼児：5,000円
⃝小学校 1～ ３年生：14,000円
⃝小学校 4～ 6年生：20,000円
※別途、活動費などがかかります
問　山田さん（☎080－1889－7951）

基本動作・ミット蹴りなどが体験
できます。運動しやすい服装でご参
加ください。
日時　毎週水曜日
　　　午後 7時３0分～ 8時３0分
場所　伊達中学校体育館
対象　 5歳以上の方
定員　10人程度
※事前にお申し込みください
問　樋口さん（☎080－5594－8618）

日時　 5月26日㈯
　　　午前10時～正午
場所　市立室蘭総合病院
講演 １
⃝演題：「早く呼んで、早く治療、
　脳卒中を軽くすませるために」
⃝講師：大山浩史さん
　　　　（同院脳神経外科部長）
講演 ２
⃝演題：「脳卒中はこう予防する」
⃝�講師：菅原大輔さん（同院脳卒中
リハビリテーション看護認定看護師）
ビデオ上映
上映作品名：
　　「家族の様子が変だと感じたら」
※参加者は駐車料金無料
問　市立室蘭総合病院
　　（☎014３－25－2241）

みんなの掲示板掲載ルール

＜原稿の提出締切＞
◦�発行月の前々月末日（例　 7月号
掲載希望→ 5月31日提出期限）

◦�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　 8月 4日開催→7月号掲載
希望→ 5月31日締切）

＜掲載できないもの＞
◦�政治活動・宗教活動・営利目的
のものなど（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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市総合体育館温水プール
夏休み短期水泳教室

伊達子ども劇場鑑賞例会
「ひのき屋わいわい音楽隊！」

親子で香
こう

育
いく

体験イベント
「アロマせっけん」を作ろう

伊達赤十字病院からの
お知らせ

市民活動サークル
ttemiyo（テミヨー）
「まったり読書会」参加者募集

古典ヨガサークル
無料体験しませんか

日時　 5月26日㈯
　　　午前 8時３0分～午後 1時
場所　伊達赤十字病院
対�象　有効期限が残り１年の赤十字
救急法救急員資格をお持ちの方
教材費　1,000円
申込期限　 5月11日㈮

心肺蘇生やＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の使い方を学びます。
日時　 6月2３日㈯
　　　午前 8時３0分～午後 2時
場所　伊達赤十字病院
対象　15歳以上の方
教材費　1,500円
申込期限　 6月 8日㈮

ケガの手当て（包帯含む）や搬送
方法などを学びます。
日時　 7月 7日㈯・ 8日㈰
　　　午前 8時３0分～午後 5時
場所　伊達赤十字病院
対象　救急法基礎講習を修了した方
教材費　1,700円
申込期限　 6月 8日㈮
問　伊達赤十字病院（☎2３－2211）

誰でもできるヨガクラスです。
日時　 5月18日㈮・25日㈮
　　　午後 7時～ 8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)

各参加費　３,0３0円（保険料含む）
各申込期間
　 6月 4日㈪～ 7月27日㈮
問�　市総合体育館温水プール・
　トレーニング室（☎25－8３00）

伊達子ども劇場は、地域での豊か
な子育てをめざす会員制の団体です。
日時　 5月11日㈮
　　　午後 6時３0分～
場所　カルチャーセンター
入会金　 1人200円
会費　月1,000円（ ３歳以下無料）　
問　伊達子ども劇場（☎2３－4152、
　平日の午前10時～午後 ３時）

好きな本を持ち寄り、みんなで楽
しくお話ししませんか。
日時　 5月1３日㈰
　　　午後 1時10分～
場所　図書館
持�ち物　自分の好きな本 1冊（雑誌・
漫画も可）、筆記用具、飲み物

問　四
し の へ

戸さん（☎090－9510－1428）

香育とは、子どもたちへ向けた「香
りの体験教育」です。
豊かな香りは植物の恵みであるこ

とを知り、香りあふれる豊かな自然
環境を大切にすることを学びます。
日時　 5月19日㈯
　　　午前10時～11時３0分
場所　カルチャーセンター
定員　 8組（先着順）
参加費　 1個800円
※事前にお申し込みください
問　小野さん（☎090－2692－494３）

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　
⃝ 7月29日㈰～３1日㈫
⃝ 8月 1日㈬～ ３日㈮
　午前 9時～10時
対象　 4歳 6ヵ月～中学生
定員　各70人（先着順）

水を怖がらないよう、潜れる浮け
ることを目指します。
日時
⃝ 7月29日㈰～３1日㈫
⃝ 8月 1日㈬～ ３日㈮
　午前10時３0分～11時３0分
対象　 2歳 6ヵ月～ 6歳
定員　各３0人（先着順）

ジュニア教室 赤十字救急法資格継続研修

赤十字救急法基礎講習

赤十字救急法救急員養成講習

幼児水慣れ教室


