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伊達ブンブン文庫
「布絵本・布遊具手作り講習会」

「親子の食育セミナー」
～調理からごちそうさままで～

歌で健康になりましょう
カラオケ教室参加者募集

伊達手打ちそばの会
「手打ちそば体験」参加者募集

室蘭工業大学参加者募集

日時　11月 7 日㈬　※雨天決行
　　　午前 9時30分～午後 1時
場�所　市Ｂ＆Ｇ海洋センターパーク
ゴルフ場
対象　市内在住の方
定員　80人（先着順）
参加費　700円（保険料・入場料含む）
申込期限　10月19日㈮
問　市体育協会（☎２3－8600）

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）
各申込期限　10月11日㈭午後 5時

各�場所　室蘭工業大学ロボットア
リーナ

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）

日時　11月 8 日㈭午前10時～午後 ２時
場所　市民活動センター
内容・定員
❶�布絵本「アンパンマンのお買い物」：
10人（先着順）
❷�組み合わせて遊ぼう「動物の顔」：
10人（先着順）
教材費（ 1セット）　
❶２,500円　❷1,300円
持ち物　裁縫道具・昼食・飲み物
その他　託児あり（お子さん 1人100円）
※事前にお申し込みください
問　宇野さん (☎２２－0331)

日時　11月11日㈰午前 9時～午後 1時
場所　社会労働会館（舟岡町30２－ 1 ）
対象　市内在住の方
定員　２0人（申込多数時抽選）
参加費　２,000円（昼食など含む）
申込期間　10月15日㈪～２２日㈪
　　　　　（午前中のみ受け付け）
持�ち物　上靴・エプロン・三角巾・タ
オル3枚・持ち帰り用そばの容器
問　篠原さん（☎090－7644－4709）

日時　1２月 1 日㈯
　　　午前10時～午後 ２時
場所　市保健センター
対�象　小学校 4～ 6年生のお子さん
と保護者のペア
定員　1２組（先着順）
講師　田中正文さん（食育指導士）
参加費　 1組500円
申込開始日　11月 1 日㈭
問　ＪＡ伊達市管理課（☎２3－２181）

初回は無料。歌の好きな方ならど
なたでも参加できます。
日時　月 3回月曜日
　　　午後 1時～ 3時
※開催日などはお問い合わせください
場所　中央区末永集会所
問　浜田さん（☎080－1885－２631）

日時　10月２4日㈬～11月 7 日㈬
　　　（全 3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11号
館Ｊ棟
対象　高校生以上の方
定員　 8人（先着順）
受講費　1,000円（教材費含む）
申込期限　10月 9 日㈫午後 5時

日時　10月２7日㈯
　　　午前10時30分～正午
対象　小学校 1～ 3年生
定員　10人（申込多数時抽選）

日時　10月２7日㈯
　　　午後 ２時～ 4時
対象　小学校 4～ 6年生
定員　10人（申込多数時抽選）

ロボブロックで遊ぼう！

オリジナルパソコンゲームを作ろう！

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)

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　☎・ 0143－46－5337、 ：
ra_apply@mmm.muroran-it.
ac.jp)

第５回伊達市
Ｂ＆Ｇ海洋センターパークゴルフ大会

３ 次元プリンターによる造形

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。
掲載は無料です。
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日時　10月1２日㈮午後 4時～
　　　（受付：午後 3時～）
場所　網代町フロンティア公園
対象　就学前のお子さんと保護者
　（兄弟で参加の場合は小学生も可）
参加条件　できる限り手作りの仮装
内�容　イベント参加店でお菓子をも
らう、子ども・保護者仮装コンテ
スト、お楽しみ抽選会
申�込方法　ＦＡＸかメールに住所・氏
名・年齢・電話番号を書いて下記へ
申込期限　10月 8 日㈷
問�　寺島武道具店（☎２3－3016、
�� ２２－0476、 ：torut@sweet.
ocn.ne.jp）

保護猫を１匹でも多く里親になっ
てくれる方につなげたく、譲渡会を
開催します。※猫の譲渡に条件あり
日時　10月２0日㈯・２1日㈰
　　　午前11時～午後 4時
場所　札幌トヨペット伊達店
　　　（末永町33－ 5 ）
問　和崎さん
�（ ：cocokaroru@icloud.com）

日時　10月２5日㈭
　　　午前10時～11時30分
場所　市民活動センター
内容
⃝家計簿をつけて気がついたこと
⃝小学生のこづかい
⃝楽しい朝食
参加費　450円（当日500円）
※�託児あり（100円・おやつ付き・
　要申込）
問　室蘭友の会 (☎0143－45－0605)

開催日　11月 3 日㈷
場所　カルチャーセンター
定�員　各２0人（先着順・小学生以下
は保護者同伴）
持�ち物　筆記用具・持ち帰り用袋・
ハンドトリートメント体験の方は
バスタオル 1枚

網代町ハロウィンイベント
参加者募集 お薬フェア 2018�in 伊達

伊達赤十字病院
「認知症講習」

保護猫の譲渡会
「子猫祭り」

平成30年度
市老人クラブ連合会
第46回演芸大会

藍染め講習会
「藍の花を作ろう～
　　藍染めの布でコサージュ作り」

対象　小学生以下のお子さん
　　　（未就学児は保護者同伴）
内�容　科学実験を体験してミッショ
ンをクリアしていくイベント

対象　どなたでも参加できます
　　　（未就学児は保護者同伴）
内�容　職業体験コーナーや薬・健康
に関する質疑応答など

対象　18歳以上の方
定員　80人（先着順）
内容　薬剤師による赤血球検査
問　きりん調剤薬局（☎76－3350）

対象　18歳以上の方
定員　15人（先着順）
内容　薬剤師による血液検査

時間　午後 1時30分～
参加費　 1人500円

２ 人 1 組で行います。
時間　午後 3時～
参加費　 1人２,000円
※どちらも事前にお申し込みください
問　小野さん（☎090－２69２－4943）

日時　10月17日㈬・２6日㈮
　　　午前10時～正午
場所　黎明観藍工房
定員　各日10人（先着順）
参加費　800円
申込期限　10月 9 日㈫
持ち物　裁縫道具
問　黎明観（☎２5－6161）

日時　10月２4日㈬
　　　午後 1時～ 4時
　　　（開場：午後 0時30分～）
場所　カルチャーセンター
内容　舞踊・民謡・詩吟などの発表
問　同連合会事務局　温井さん
　（市社会福祉協議会内☎２２－41２4）

日時　10月２1日㈰
　　　午前 9時30分～午後 3時
場所　市民活動センター

日時　10月２5日㈭午後 ２時～ 3時
場所　伊達赤十字病院
問　伊達赤十字病院（☎２3－２２11）

「こども薬局」とお薬相談コーナー

血液濃度測定器ミクロアイで赤血球検査

検体測定室で血液検査

かおりのはなしとアロマせっけん作り

初めてのハンドトリートメント体験

みんなで実験！科学アドベンチャー
～薬剤師からの挑戦状～

室蘭友の会
「暮らしと家計の講習会」

11月３日はアロマの日
家族や友人と一緒に楽しもう


