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サンタの会クリスマスチャリティー
コンサート「15th�Anniversary
ぼくらの音楽会～Family～」

伊達赤十字病院
「糖尿病教室」

陸上自衛隊第７音楽隊
ファミリーコンサート

伊達はまなす会
「クリスマス会」

室蘭工業大学ロボットアリーナ
参加者募集

市民フロアカーリング
体験交流会・ミニ大会

日本野鳥の会
「探鳥会」に参加しませんか

男女平等参画フォーラム2018
「あっという間に決まってしまった
“種子法廃止”」

日時　11月29日㈭午後 2時～
場所　伊達赤十字病院
内容　糖尿病の食事療法など
問　伊達赤十字病院（☎23－2211）

応募資格　市内在住の方
サイズ　四つ切り以上、パネルか額装
応募期限　11月10日㈯
応募先・返却場所
　カメラのヒラマツ（☎23－2353）
作品展示　11月20日㈫～24日㈯
　　　　　※作品返却は25日㈰以降
展示場所　カルチャーセンター
問　伊達写真連盟事務局　横山さん
　　（☎25－3171）

日時　12月 2 日㈰午前 8時45分～
集合場所
　総合公園だて歴史の杜トイレ前
探鳥地　長流川※現地解散
参加費　100円（保険料含む）
申込期限　11月29日㈭
問　福田さん (☎38－2593)

伊達市・室蘭市・登別市の三市合
同で開催します。
日時　12月 2 日㈰
　　　午後 1時～ 3時45分
場�所　胆振地方男女平等参画セン
ター「ミンクール」（室蘭市）
講師　久田徳二さん
　　　（北海道たねの会代表）
参加費　300円（資料代）
問　三市合同実行委員会事務局　
　　越田さん（☎0143－23－0678）

入場には整理券が必要です。
日時　
⃝11月30日㈮午後 6時～
⃝12月 1 日㈯午後 1時～
場所　カルチャーセンター
整理券配付場所　
　�カルチャーセンター・伊達経済セ
ンター・寺島武道具店
問　寺島武道具店（☎23－3016）

日時　12月 2 日㈰午後 2時～
場所　伊達信用金庫コスモスホール
内�容　「北の国から」、「童謡メド
レー」、「15回記念企画メドレー・
家族で見た思い出のアニメ特集」
など家族をテーマにした曲を中心
にお送りします。
※会場内での募金にご協力ください
問　太田さん（☎090－5951－0319）

時間　午前10時30分～正午
対象　小学校 1～ 3年生

時間　午後 2時～ 4時
対象　小学校 4年生以上の方

各場所　室蘭工業大学ロボット
　　　　アリーナ
各定員　10人（申込多数時抽選）
各申込期限　11月 8 日㈭午後 5時
問　室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　（☎0143－46－5337）

昼食を食べながらゲームをするな
どクリスマスを楽しみましょう。
日時　12月 9 日㈰
　　　午前11時～午後 1時
場所　ふれあい福祉センター
対象　市内在住のひとり親家庭の親子
申込期限　11月30日㈮
問　藤本さん（☎23－2035）

申込方法など詳しくは、室蘭工業
大学のホームページをご覧ください。
開催日　11月23日㈷

日時　12月24日（振）
　　　午後 1時～ 5時
場所　市総合体育館
申込期限　12月10日㈪
持�ち物　上靴・膝あて（バレーボール
用のものなど）
問　伊達フロアカーリング協会事務局
　　渡部さん（☎25－4444）

「伊達写真連盟作品展・一般公募展」
一般公募作品募集

ドラゴンロボットを作ろう

ピカピカ☆ボックスを作ろう！
～クリスマスツリー編～

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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一部有料のイベントがあります。
開催日　11月25日㈰

時間　午前 9時～午後 5時
　　　�（メインアリーナは午後 3時

まで半面使用）
種�目　バドミントン・卓球・スポン
ジテニス・ミニバレー・バスケッ
トボール
持ち物　運動靴・タオル・飲み物

時間　午後 1時30分～ 3時
　　　（受付：午後 1時～）
対象　小学生
定員　50人（先着順）
申込期限　11月15日㈭
持ち物　運動靴・タオル・飲み物

時間　午前 9時～午後 5時
持ち物　
⃝�温�水プール：�水着・水中メガネ・

水中キャップ・バス
タオル・着替え

⃝�ト�レーニング�室：運動靴・タオル・
飲み物など

日時　11月11日㈰正午～午後 3時
場所　市観光物産館
内�容　血管年齢測定・嗅覚（におい）
検査・臨床検査クイズなど
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－44－4650）

日時　11月18日㈰午前 9時50分～
場所　カルチャーセンター
入場料　500円
※�入場券（プログラム）はカルチャー
センターで販売
問　太細さん（☎25－1716）

総合体育館まつり 第10回臨床検査
フェスティバル

平成30年度�第38回
北海道伊達高等養護学校
学校祭

時間　午後 2時～ 4時
内容　
⃝みんなで踊ろう！
⃝バレエ・ダンス発表会
⃝○×クイズ（有料）

⃝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）

時間　午前 9時30分～正午
　　　（受付：午前 9時～）
対象　市内在住の18歳以上の方
　　　（学生を除く）
定員　35人（先着順）
申込期間　11月 1 日㈭～15日㈭
持�ち物　運動靴・タオル・飲み物・
お持ちの方はラケット

日時　11月19日～来年 2月12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
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。
申込期限　11月18日㈰
持ち物　上靴・タオル・飲み物
問�　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－8300）

競泳用プールを開放します。広い
プールで自由に遊びませんか。宝探
し（有料）も行います。
時間　午前 9時～正午
持�ち物　水着・水中メガネ・水中
キャップ・バスタオル・着替え

日時　11月17日㈯
　　　午前 9時30分～午後 2時30分
場所　伊達高等養護学校
持ち物　スリッパ・下足袋
問　伊達高等養護学校（☎25－5115）

日時　11月25日㈰午前10時～正午
場所　市民活動センター
内容　
⃝�講話「月は永遠の友達～太陽は体
を、月は命をつくる～」
⃝宇宙について学びましょう！
⃝星のリースづくり
講�師　田中文夫さん
　　　（壮瞥町天文同好会会長）
参加費　大人のみ200円
問　木村さん（☎090－7057－3248）

市総合体育館無料開放

市総合体育館卓球講習会

市総合体育館陸上講習会

温水プール・トレーニング室
無料開放

温水プール・トレーニング室
遊べるプール

温水プール・トレーニング室
ダンスやクイズで盛り上がろう！

おもしろくてためになる
「冬の自然勉強会」

第33回
ふるさと伊達芸能まつり

市総合体育館温水プール・
トレーニング室「介護予防教室」


