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無
料

無
料室蘭工業大学参加者募集

カラオケ教室無料体験
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、はんこと参加費・保険料
を持参してください。
申込期間
　 ７月 １日㈰～ 8月 5日㈰
持ち物　上靴・タオル・飲み物

スイムとランニングを組み合わせ
た大会です。
日時　 8月１１日㈷
　　　午前 9時30分～１１時
場所　市総合体育館温水プールほか
対�象　小学生（大人が参加する場合
は小学生と競争します）
内容
　⃝小学校 １・ 2年生
　　25mスイム→ １㎞ラン
　⃝小学校 3・ 4年生
　　50mスイム→ 2㎞ラン
　⃝小学校 5・ 6年生
　　１00mスイム→ 2㎞ラン
　⃝ペア（どなたでも参加可）
　　50mスイム→ １㎞ラン
参加費　500円
申込期間　 ７月 2日㈪～ 8月１0日㈮
持�ち物　水着、ゴーグル、水泳帽子、
タオル、運動靴など
問　市総合体育館温水プール・
　トレーニング室（☎25－8300）

日時　月 3回月曜日
　　　午後 １時～ 3時
場所　中央区末永集会所
※�開催日など詳しくはお問い合わせ
ください
問　浜田さん（☎080－１885－263１）

日時　
⃝ 8月 5日㈰午前１0時30分～正午
⃝ 8月 ７日㈫午後 2時～ 3時30分
対象　小学校 １・ 2年生

日時　 8月 6日㈪午後 １時～ 4時
場所　
　室蘭工業大学ロボットアリーナ
対象　小学校 5年生～中学生
定員　１0人（先着順）

日時　 8月 8日㈬午前１0時～正午
場所　室蘭工業大学体育館
対象　小学校 3～ 6年生
定員　 9人（先着順）日時　

⃝ 8月 5日㈰午後 2時～ 4時
⃝ 8月 8日㈬
　午前１0時30分～午後 0時30分
対象　小学校 3・ 4年生

日時　
⃝ 8月 ７日㈫
　午前１0時30分～午後 0時30分
⃝ 8月 8日㈬
　午後 2時～ 4時
対象　小学校 5・ 6年生

各�場所　室蘭工業大学ロボットア
リーナ
定員　各日１0人（申込多数時抽選）
各�申込方法　郵送・ＦＡＸ・メール
のどれかの方法で右記へ
　（電話申込不可）

各�申込方法　持参・郵送・ＦＡＸ・
メール・ＨＰ申込フォームのどれ
かの方法で下記へ（電話申込不可）
各申込期間
　 ７月１７日㈫～2７日㈮午後 5時

各申込期間
　 ７ 月 2 日㈪～20日㈮午後 4時

ミニアクアスロン大会
おそうじらくらく！
モップロボットを作ろう

最新のロボットハンドを
作ってみよう！

ゴム動力飛行機を飛ばそう

手回し相撲ロボットを作ろう

手回しダチョウロボットを作ろう

みんなの掲示板 掲載ルール

掲載の優先順位を定めています。
掲載基準は企画課広報室へお問い
合わせください。

ここまでの問い合わせ先
室蘭工業大学ロボットアリーナ
事務室（室蘭市水元町2７－ １ Ｊ
棟　☎・ 0１43－46－533７ ：
ra_apply@mmm.muroran-it.
ac.jp）

ここまでの問い合わせ先
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）
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第 ７回伊達百景展

オカリナユニットゆきことようこ
「陽だまりコンサート」

伊達能「摺上」特別企画

ドラムサークル参加者募集

伊達消費者協会
イベントのお知らせ

伊達水泳協会
「夏休みチビッコ水泳教室」

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

伊達赤十字病院がんサロン
「アロニア」

ボール・ベル・ベルターを使う
健康体操「３Ｂ体操」を
体験しませんか

開催日時　 ７月25日㈬～2７日㈮
　　　　　午前１0時～午後 3時
　　　　　（25日は午前１１時から）
開催場所　カルチャーセンター
消費生活パネル展
消費生活の安全・安心のための啓
発パネルと活動の様子を写した写真
を展示します。

内容・参加費
⃝�子ども（万華鏡・マグネットぼう
し・コースター・おしぼりでつく
る犬など）、200円～300円
⃝�大人（ガウチョパンツ・花座布団・
ベストなど）、400円～600円
フリーマーケット
１00円から300円程度の衣類や食器

類などを販売します。
問　伊達消費者協会（☎25－406７）

開催日　 ７月2１日㈯
開催場所　大雄寺

時間　午後 4時～ 5時30分
定員　50人（先着順）
内�容　能面や所作（動き）などをプ
ロの能楽師の先生たちが教えてく
れます。
申�込方法　電話か摺上ホームページ
の専用申込サイトで申し込み
申込期限　 ７月20日㈮
仕舞
時間　午後 5時45分～ 6時
そ�の他　申し込みは不要です。自由
にご覧いただけますので、ぜひお
越しください。
※�仕舞とは、能の一場面を紋服・袴
だけの姿で舞う演じ方の １つです
問　伊達能「摺上」実行委員会事務局
　　（永年社内☎82－3453）

患者同士、心やからだのつらさを
語り合ってみませんか。
日時　 ７月１2日㈭
　　　午後 １時30分～ 3時
場所　伊達赤十字病院
対�象　がんと診断された方とそのご
家族
問　伊達赤十字病院（☎23－22１１）

日時　 ７月１2日㈭、１9日㈭
　　　午前１0時～１１時30分
場所　竹原会館
持ち物　タオル・飲み物
※事前にお申し込みください
問　寺田さん（☎23－3098）

日時　 ７月 4日㈬～ 8日㈰
　　　午前１0時～午後 5時
　　（�4 日は正午から、8日は午後

4時まで）
場所　カルチャーセンター
問　佐藤さん（☎25－4653）

日時　 8月 5日㈰
　　　午後 2時～ 3時
場所　みらい館
演�奏曲　この木なんの木、天城越え、
島唄、宗次郎の曲ほか
問　篠原さん（☎23－3１69）

日時　 ７月 ７日㈯
　　　午後 6時30分～ ７時30分
場所　カルチャーセンター
定員　20人程度
参加費　１8歳以上500円、
　１8歳未満200円、未就学児は無料
※�当日参加もできますが、なるべく
事前にお申し込みください
問　三森さん（☎090－9７55－１8７9）

日時　 ７月24日㈫・26日㈭・3１日㈫・
　　　 8月 2日㈭・ ７日㈫
　　　午後 6時～ ７時
場所　市総合体育館温水プール
対象　泳ぎが苦手な小学生
定員　30人（先着順）
参加費　2,500円
申�込方法　はがき・ＦＡＸ・メール
のどれかの方法で、住所・氏名・
学年・保護者名・電話番号を書い
て申し込み
申込期限　 ７月１6日㈷
問�　藤原達雄さん（梅本町23－80、
　 25－5936　 ：t23fuji@poppy.ocn.ne.jp）

日時　 8月 6日～１0月22日
　�（毎週月曜日・月曜日が祝日の場
合は火曜日）
　午前１0時～１１時30分

介護予防教室

小学生以上が対象の、夏休み特別企画です。どの催しも、 7月12日㈭午前10時から申し込みを受け付けます（先着順）。
開催日時や参加費などの詳しい内容は、西いぶりリサイクルプラザにお問い合わせください。

⃝大人も子どももアロマワックスサシェつくり体験
⃝大人も子どももハーバリウムつくり体験
⃝香りの学習（虫よけスプレーつくり付き）
⃝革でトレイつくり
⃝牛乳パック鍋しきつくり

⃝ペットボトルキャップマグネットつくり
⃝葉っぱでスタンプエコバッグつくり
⃝手作りコスメつくり（クレイパック）
⃝ジェルキャンドルつくり

問　西いぶりリサイクルプラザ（☎0143－59－0319）
西いぶりリサイクルプラザ「特別企画 なつだ !! ワークショップ」

「能楽ワークショップ～能の世界
に触れる～」

大人の物づくり体験会・子ども
夏休み体験会


