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市内在住のベテラン作家 5人によ
る、絵画と彫刻の作品発表です。
日時　 5 月 3 日㈷～ 6日（振）
　　　午前10時～午後 5時
　　　（ 6日は午後 4時まで）
場所　カルチャーセンター
出�品者　熊谷健、黒田孝、佐藤光雄、
芳賀雪子、牧輝子、故・野本醇（賛
助出品予定）
問　佐藤さん（☎25－4653）

ルールやマナーなどを学びます。
日時　 5月12日㈰
　　　受付：午前 8時45分～
場所　関内パークゴルフ場
対象　市内在住の方
申�込方法　次のどちらかでお申し込
みください。　
⃝市体育協会に電話（☎23－8600）
⃝�関内パークゴルフ場管理室で申込
用紙に記入
申込期間　 4月13日㈯～ 5月 6日（振）
※�用具のレンタル希望者は、申込時
にお申し出ください
問　高瀨さん (☎23－0036)

日時　 4月17日㈬午後 3時～
場�所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター
演題　肝臓がんについて
講師　湯浅憲章さん（同院放射線科長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－47－4404）

日時　 4月27日㈯
　　　午前10時～11時30分
場所　日鋼記念病院
対�象　緩和ケアボランティアに興味
をお持ちの方
内容　
⃝緩和ケアの理念と役割
⃝ボランティア活動上の注意点
⃝活動内容～患者さんとの関わり
⃝病棟見学　など
申込方法　電話で下記へ
申込期限　 4月26日㈮午後 5時
問　日鋼記念病院医療福祉相談室
　　（☎0143－22－2225）

―今を創る2019―
　　「伊達の５人展
　　　　　　第10回記念展」

伊達市民
パークゴルフ教室

製鉄記念室蘭病院
第49回市民公開がんセミナー

日鋼記念病院
緩和ケア病棟
ボランティア講習会

日時　 6月 4日㈫（雨天決行）
　　　午前 8時30分～午後 1時
場所　関内パークゴルフ場
対�象　市内にお住まいで昭和14年以
前生まれの方
定員　100人（先着順）
参加費　1,000円（保険料など含む）
申�込方法　市総合体育館窓口か電話
で申し込み
申込期限　 5月17日㈮
問　市体育協会（☎23－8600）

日時　 4月26日㈮午前10時～正午
場所　食育センター
定員　24人（先着順）
内容　治部煮・よごし・早そばなど
参加費　1,000円
申込期限　 4月19日㈮
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具
問　食育センター（☎82－3591）

水に親しみ「重力からの開放」を
感じることから始め、水泳の練習を
通して、忍耐力・感謝の心・礼儀を
学びます。
入団希望や練習体験希望の方はお
気軽にご連絡ください。
練習場所　市総合体育館温水プール
対象　小学校 1年生～高校 3年生
問　藤原さん（☎25－4105）

市体育協会
第 ４回傘讃パークゴルフ大会

中部地方の郷土料理を
一緒に作りませんか

伊達水泳協会
「伊達スイミングスポーツ少年団」
平成31年度新入団員募集

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　 6月号掲載希望→ 4月26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　 7月 7日開催→ 6月号掲載
　希望→ 4月26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



24

みんなの 掲 示 板 Culture , Event , Sports , Music , School , Circle , Study , Concert , etc.

―　広　告　―

無
料

無
料

幼児期は子どもが体をつくる時
期。親子で楽しく運動しながら基礎
的な運動能力を引き出します。鉄棒・
縄跳び・マット運動など偏りのない
全身運動で初めての習い事に最適で
す。まずは、無料体験してみません
か。事前にお申し込みください。
日�時　 4月 4日㈭・11日㈭・18日㈭・
25日㈭
　午後 3時30分～ 4時30分
場所　市総合体育館
対�象　 4歳～ 6歳のお子さんとその
保護者
定員　各日 5組
持ち物　上靴（運動靴）・飲み物
※�服装は上下ともジャージでお越し
ください
問　ウェルネスプラス（☎82－6055）

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）。
入場は無料ですので、お気軽にご
来場ください。
日時　 4月20日㈯・21日㈰
　　　午前10時～午後 3時
場所　札幌トヨペット伊達店
　　　（末永町33－ 5 ）
問　和崎さん
（ ：cocokaroru@yahoo.co.jp）

高齢者を対象に、誰でもできる簡
単なストレッチ・筋力トレーニングや
体力測定などを行います。
日時　 4月19日～ 7月12日
　（全12回・毎週金曜日・祝日除く）
　午前10時30分～11時30分
場所　武道館
対象　50歳以上の方
定員　20人
参加費　4,000円
保険料　530円
申�込方法　市総合体育館温水プール
窓口か電話で申し込み
問�　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－8300）

有珠の魅力やお気に入りの景色を
見つけませんか。
日時　 4月21日㈰
　　　午前 8時30分～午後 4時20分
集合・解散場所　市民活動センター
参�加費　2,000円（往復バス代・昼
食代・保険料含む）
申込方法　電話かメールで申し込み
申込期限　 4月15日㈪
そ�の他　動きやすい服装でお越しく
ださい。
問�　四

し の へ

戸さん（☎090－9510－1428、
：ttemiyo2017@gmail.com）

日時　 4月21日㈰
　　　午後 1時30分～ 3時30分
場所　カルチャーセンター
定員　25人（先着順）
内�容　講師が実践している、土づく
りや種どりなどの家庭菜園の実際
をご紹介します。
講�師　清水幸一さん（農業・環境・
健康研究所名寄研究農場長）
参加費　300 円
申込期限　 4月15日㈪
問　山口さん（☎22－0180）

伊達子ども劇場は会員制の団体で、
子ども向けの舞台鑑賞と、親子や異
なった年齢のお子さん同士が関わる
活動を通し、地域での心豊かな子育
てを目指して活動しています。
興味のある方は、ぜひご連絡くだ
さい。
日時　 4月22日㈪
　　　午後 6時30分～
場所　カルチャーセンター
内容　竹の音楽会
　　　「竹遊～たけあそび」
演奏　柴田旺山さん（竹の音楽家）
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）

こども体操教室
（親子体操クラス）無料体験 保護猫の譲渡会

いきいき健康体操
参加者募集

体験しテミヨー！
「有珠ウォ－ク」

「伊達子ども劇場」会員募集
～鑑賞例会にお越しください～

家庭菜園セミナー
　「無農薬・無化学肥料で作る
　　　　　家庭菜園と土づくり」


