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

―　広　告　―

無
料

日時　 6 月 1 日㈯～22日㈯
　　　（全 ４回・毎週土曜日）
　　　午前1０時～正午
　　　（ 1日のみ午後 6時～）
場所　市民活動センターほか
対象　小学校 5年生以上で身長が
　12０cm以上の方
定員　３０人
参加費　小・中・高生2,０００円、
　大人３,０００円
申込期限　 5月2０日㈪
問　岡倉さん（☎25－1515）

日時　 5 月26日㈰
　　　午前 8時～午後 ３時
場所　東千歳駐屯地
　　　（千歳市祝梅1０16）
内�容　日本最大の戦車などのパレー
ド、落下傘での降下、装備品展示、
戦車試乗、模擬売店など
そ�の他　公共交通機関の利用をお勧
めします。ＪＲ千歳駅から千歳相
互バスが運行します（有料）。
問�　陸上自衛隊第 7師団司令部総務
課広報渉外班（☎０12３－2３－51３1）

日時　 5 月25日㈯
　　　午前1０時３０分～正午
対象　小学校 2・ ３年生
定員　1０人（申込多数時抽選）

日時　 5 月25日㈯
　　　午後 2時～ ４時
対象　小学校 ４～ 6年生
定員　 6 人（申込多数時抽選）

各場所　
　室蘭工業大学ロボットアリーナ
各�申込方法　持参・郵送・ＦＡＸ・
ＨＰから、のどれかの方法で下記
へ（電話申込不可）
各申込期限　 5月 ９日㈭午後 ４時

各�申込方法　持参・郵送・ＦＡＸ・
メール・ＨＰから、のどれかの方
法で下記へ（電話申込不可）

サッカーに興味がある人・外で元
気に走りまわりたい人・女の子…大
歓迎です。随時、体験・見学もでき
ますので、お問い合わせください。
練習日時　週 ３～ 5回
　　　　午後 ４時～ 6時（変更あり）
場�所　伊達小学校、まなびの里サッ
カー場など（冬季は市内体育館）
問　坂本さん（☎０９０－16４４－7３75）

事前にお申し込みください。
日時　毎月第 2・ ４木曜日
　　　午後 7時～ 8時
場所　市民活動センター
定員　2４人
参加費　1,０００円
講師　吉野真由子さん
持�ち物　ヨガマット（お持ちでない
方は、申込時にお申し出ください）
問　市民活動サークルttemiyo
　（ ：ttemiyo2０17@gmail.com）

日時　 6 月 8 日㈯
　　　午後 1時３０分～ ３時
場�所　室蘭工業大学教育・研究 1号
館C棟
対象　高校生以上の方
定員　15人（先着順）
受講費　1,０００円（教材費含む）
申込期間　
　 5 月1３日㈪～2４日㈮午後 5時

日�時　 6 月1３日㈭・ 6月27日㈭・ 7
月11日㈭（全 ３回）
　午後 6時～ 7時３０分
場�所　室蘭工業大学教育・研究 1号
館Ｂ棟
対象　高校生以上の方
定員　1０人（先着順）
受講費　1,０００円（教材費含む）
申込期間　
　 5 月16日㈭～2９日㈬午後 5時

陸上自衛隊第７師団創隊
64周年・東千歳駐屯地
創立 65周年記念行事

室蘭工業大学からの
お知らせ

伊達騎馬武者保存会
「乗馬体験教室」

ＦＣ�ＤＡＴＥ�少年団
新入団員募集

市民活動サークル
　　ttemiyo（テミヨー）
　　　ヨガクラス参加者募集

飛行機からインターネット接続は
なぜできる�～無線通信のしくみ～

ゴルフを科学・物理・力学から考える

無
料

無
料

ロボブロックで遊ぼう！

3Dプリンターで
ハンドスピナーを作ろう！

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）

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。

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
（室蘭市水元町 27 － 1　☎・ ０1４３
－４6－5３３7)



24

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

―　広　告　―

無
料

無
料

日時　 5 月 1 日㈷～ 5日㈷
　　　午前 ９時～午後1０時
　　　�（ 1 日は正午から、 5日は午

後 ４時まで）
場所　カルチャーセンター
問　中野さん（☎０8０－6０９8－5567）

市民活動サークルttemiyo（テミ
ヨー）では、 2周年記念として、市
の宅配講座を使った「情報発信講座」
を開催します。
日時　 5 月15日㈬・22日㈬・2９日㈬
　　　（全 ３回）午後 7時～ 8時
場所　市民活動センター
定員　各回18人（先着順）
テーマ　
・�1 回目：�とても簡単！�伝わる写

真の撮り方
・�2 回目：�基本を知ればＳＮＳは怖

くない！�インスタやっ
テミヨー！

・�３ 回目：�チラシやポスター、デザイ
ンの基本のそのまた手前

講師　市企画課広報室職員
参加費　各回３００円
申込期限　各開催日の 1週間前
持ち物　スマートフォン
　　　　（ 1回目・ 2回目）
その他　 1 回のみの受講もできます。
問�　四

し の へ

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

日時　 5 月３０日㈭
　　　午後 2時～ ３時2０分
場所　伊達赤十字病院
内�容　糖尿病と合併症、糖尿病と検
査～みんなで見る、糖尿病の検査
データ～

三角巾を使ったケガや骨折の手当
て、搬送方法などを学びます。
日時　 6 月 1 日㈯・ 2日㈰
　　　午前 8時３０分～午後 5時
場所　伊達赤十字病院
対象　救急法基礎講習を修了した方
教材費　1,7００円
申込期限　 5月17日㈮
問　伊達赤十字病院（☎2３－2211）

日時　 5 月３1日㈮
　　　午前1０時３０分～正午
場所　食育センター
定員　2４人（先着順）
内容　イチゴのパンケーキ
　　　（コーヒー付）
参加費　1,2００円
申込期限　 5月2４日㈮
問　食育センター（☎82－３5９1）

日時　 6 月 ９ 日㈰
　　　午前1０時～
　　　（受付：午前 ９時４０分～）
場所　カルチャーセンター
参�加費　支部会員5００円、会員以外
1,０００円、高校生以下３００円
問　井上さん（☎25－2０71）

日時　 5 月 5 日㈷
　　　午前 ９時～午後 5時
場所　市総合体育館温水プール
対�象　小・中学生とその同伴家族（兄
弟姉妹・親・祖父母）
内容
・�プール利用料無料（トレーニング
室の利用は通常通り）
・滑り台（ 2歳～ 6歳・午前中のみ）
・おもちゃ（小学生以下）
・�25mプールの 2・ ３コースでうき
わやビーチボールなどの利用可
問�　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－8３００）

大滝の自然などの魅力を発信・体
験します。
日時　 5 月18日㈯
　　　午前 ９時～午後 ３時３０分
　　　※悪天の場合は1９日㈰に延期
集�合・解散場所　旧蟠渓ふれあいセ
ンター前（壮瞥町字蟠渓26－ 1 ）
参加費　�7００円（簡易保険料含む・
　　　　資料付き）
申込期限　 5月1４日㈫
持ち物　昼食・飲み物・手袋・雨具
問　木村さん（☎０９０－7０57－３2４8）

人工呼吸・心臓マッサージ・ＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）の使い方
を学びます。
日時　 5 月25日㈯
　　　午前 8時３０分～午後 2時
場所　伊達赤十字病院
対象　15歳以上の方
教材費　1,5００円
申込期限　 5月17日㈮

令和一年
「ひゃくの会展」

市総合体育館温水プール
「子どもの日イベント」

今どきの情報発信を
コミュニティのエキスパートに
聞いテミヨー！

大滝の春に出会う会　
～立派な桜・天空の道・円山火山ほか～ 伊達赤十字病院からの

お知らせ

食育センター「パンケーキ講座」
参加者募集

初夏の将棋大会 in 伊達

赤十字救急法基礎講習

赤十字救急法救急員養成講習

無
料糖尿病教室


