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「食」のイベント参加者募集

日本野鳥の会
「探鳥会」に参加しませんか

ありがとう伊達経済センター
「金原亭伯楽・龍馬親子会」

無
料

無
料

いきいき茶ろん
参加者募集

救急の日講演会
「今

こん

日
にち

のリウマチ治療」

練習の成果を記録に残してみませ
んか。
日時　 9月30日㈰午前 9時～
場所　市総合体育館温水プール
対�象　市内在住か近隣市町村の小学
生以上の方
申�込方法　申込用紙を持参・郵送・
ＦＡＸのどれかの方法で伊達水泳
協会事務局へ
申込書・大会要項配付場所
⃝市総合体育館温水プール窓口
⃝伊達水泳協会事務局
申込期限
　 8月30日㈭午後 1時（必着）
問�　伊達水泳協会事務局（柴田モー
タース内・梅本町55－ 5 ☎23－
2416、 23－2238）

どちらの催しも、事前にお申し込
みください。

日時　 9月 2日㈰
　　　午前 8時45分～午後 2時
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　 8月23日㈭
申込先　福田さん（☎38－2593）
持ち物　昼食
問　市毛さん（☎090－4820－6030)

「伊達経済センター」最後の催し
です。ぜひお越しください。
日時　 9月12日㈬午後 6時～
　　　（開場：午後 5時30分～）
場所　伊達経済センター
チケット料金
　前売り1,500円・当日1,800円
チケット販売開始日　 8月 1日㈬
チケット販売場所　
　�伊達商工会議所・寺島武道具店・
洞口書店ほか
問　寺島さん（☎23－3016）

日時　 9月 7日㈮午後 2時～
場所　市保健センター
定員　80人（先着順）
講師　仲野龍己さん
　　　（守谷内科医院副院長）
申込方法　電話で下記へ
申込期限　 8月31日㈮
問　胆振西部医師会
　　（☎25－6565）

日時　 8月20日㈪午後 5時～ 9時
※途中入退室自由
場所　市保健センター
定員　50人（先着順）
参加費　300円

日時　 9月 1日㈯午前11時～午後 2時
場所　だて歴史の杜食育センター
定員　40人（先着順）
講師　野村洋子さん（国際中医薬膳師）
参加費　3,000円
持ち物　筆記用具、エプロン
問　四戸さん（☎090－9510－1428）

日時　 8月20日㈪
　　　午後 1時30分～ 3時
場所　市民活動センター

日時　 8月29日㈬
　　　午後 1時30分～ 3時
場所　市民活動センター
問　徳成さん（☎090－8631－5308）

懐かしいレコードで音楽鑑賞

自分でできるリラクゼーション

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　10月号掲載希望→ 8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　11月 4日開催→10月号掲載
　希望→ 8月31日提出期限）。
＜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
※掲載は無料です

歩く蕎麦職人・三浦和春さんと！
手打ち蕎麦試食会

伊達食材でおいしく！
薬膳料理講座

伊達水泳協会
「第34回伊達市民水泳競技大会」
参加者募集
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開催日　 9月 1日㈯

時間　午前 9時～正午
対�象　市内在住の60歳以上の方とそ
の家族
種�目　バドミントン・卓球・スポン
ジテニス・ミニバレー
持ち物　上靴

時間　午前 9時～11時30分
場所　市総合体育館メインアリーナ
対�象　60歳以上の方（定員に満たな
い場合は、60歳未満の方も受け付
けします）
定員　30人（先着順）
※事前にお申し込みください
申込開始日　 8月 1日㈬
持�ち物　上靴・タオル・飲み物・お
持ちの方はラケット

時間　午前 9時～正午
対象　60歳以上の方とその家族
　　　（お孫さんまで）
※トレーニング室利用は中学生以上
持ち物
⃝�プール：�水着・水中メガネ・水中

キャップ・タオルなど
⃝トレーニング室：上靴

時間　午前 9時～ 9時45分
対象　60歳以上の方
定員　20人（先着順）
申�込方法　電話か市総合体育館温水
プール窓口でお申し込みください。
申込開始日　 8月 6日㈪

無
料

開催日　 8月11日㈷
場所・時間・内容
　無料開放（午前 9時～午後 5時）
⃝プールエリア
　（午前11時～午後 3時）
　�多目的広場（ 2～ 4コース）・滑
り台（ 1コースの一部）・遊びの
広場（幼児プール）・プールサイ
ド（ヨーヨー釣り・スーパーボー
ルすくい・水鉄砲）
⃝観覧席エリア
　�入浴剤作り（午後 1時～）・じゃ
んけん大会（午後 3時～）

⃝ ２ 階大会運営室
　（午前 9時～午後 3時）
　癒しの足つぼコーナー
⃝ラウンジ（午前10時～午後 3時）
　かき氷と缶ジュースの販売
そ�の他　ヨーヨー釣り・スーパー
ボールすくい・水鉄砲（各 1回）
とじゃんけん大会参加料をセット
にしたチケット（500円）もあり
ます。

日時　 8月17日㈮～10月26日㈮
　　　�（全10回・毎週金曜日・ 8月

31日を除く）午前11時～正午
場所　市武道館
定員　25人（先着順）
参加費　5,000円　保険料　530円
申�込方法　電話か市総合体育館温水
プール窓口でお申し込みください。
申込開始日　 8月10日㈮
持�ち物　タオル・ヨガマット・飲み
物（水）

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

LiP ゴスペルライブ
2018�in 伊達

無
料

日常生活の中で手軽に取り組める
エクササイズをした後、身体に元気
を与える食事を食べながら栄養士の
講話を聞く健康講習会です。
日時　 9月 1日㈯
　　　午前10時30分～午後 1時
場所　市総合体育館サブアリーナほか
対象　18歳以上の方
定員　20人（先着順）
参加費　1,000円（昼食代など含む）
申込期限　 8月20日㈪
持ち物　上靴・タオル

日時　 8月26日㈰午前 9時～正午
場所　市総合体育館
講師　小林与志美さん（室蘭市）
持ち物　体験希望の方は運動靴
問　さわやかともの会　鈴木さん
　　（☎25－4633）

日時　 8月26日㈰午後 6時～
　　　（開場：午後 5時30分～）
場所　石蔵ミュージアム
入場料　1,000円（前売り800円）
※小学生以下無料
問　伊達福音教会　三浦さん
　　（☎23－3506）

⃝市総合体育館の問い合わせ先
　市体育協会（☎23－8600）
⃝�温水プール・トレーニング室の
　問い合わせ先
　�市総合体育館温水プール・トレー
ニング室（☎25－8300）

市総合体育館メインアリーナ
無料開放

温水プール・トレーニング室
無料開放

卓球講習会

プール教室体験

温水プール祭り

食とストレッチと健康のお話

マインドフルネス　ヨガ
参加者募集

元気いっぱい！
敬老の日イベント

視覚障がい者の卓球
サウンドテーブルテニス
見学・体験会


