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みんなの 掲 示 板 ●原稿の提出期限は、発行月の前々月末日（例　 8月号掲載希望→ 6月28日期限）
●開催日・申込期限が月の上旬（10日くらいまで）のものは、開催日のひと月前の号に掲載（例　 9月 7日に開催→ 8月号に掲載→ 6月28日提出期限）
　※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

みんなの掲示板
掲 載 ル ー ル

―　広　告　―

無
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伊達ロータリークラブ創立６0周年
記念事業として開催します。
日時　 8 月１0日㈯午後 2時～
場所　カルチャーセンター
無料チケット配付開始日
　 ６ 月１5日㈯
無料チケット配付場所　
　カルチャーセンター窓口
その他
・全席指定
・無料チケットは １人 2枚まで
・未就学児の入場はご遠慮ください。
・�車いすをご希望の方はお問い合わ
せください。
問　伊達メセナ協会（☎22－１5１5）

「総合的な学習の時間」の授業の
中で、伊達緑丘高校の 2年生が地域
の皆さんと協力して開発した「オリ
ジナル武者パン」や「アロマグッズ」
の販売を行います。
また、地域の皆さんと話し合って
まとめた防災に関する学習成果や地
域の環境保全についての展示も行う
予定です。
日時
・ ７月 ６日㈯
　午後 １時～ 2時50分
・ ７月 ７日㈰
　午前１0時～午後 １時50分
※�学校祭の中で販売・展示を行いま
す。模擬店やステージ発表もぜひ
ご覧ください
場所　伊達緑丘高校
問　伊達緑丘高校（☎24－３02１）

太極舞ダンス、空手をベースとし
たフィットネス、ダンスエクササイ
ズで体を動かしています。
活動日　火曜日
場所　市民活動センター
※詳しくはお問い合わせください
問�　フィットネスサークル「T2TAICHI」
（ ：mint_mint_mint@icloud.
com）

2004年東京インターナショナル
オープン選手権（兼）全日本 2級選
手権スタンダード優賞の経験があ
る、日本スポーツ協会公認のダンス
スポーツ指導員が指導します。皆さ
んの健康維持・増進に役立ちます。
日時　毎週土曜日
　　　午後 １時～ 2時３0分
場所　はまなす館
参加費　 １回500円
持�ち物　運動靴かダンスシューズ、
タオル
問　入澤さん（☎25－2６６2）

水の浮力で体の負担を軽減するこ
とで、自分の体力に合わせた運動が
できます。体験入学もできますので、
お気軽にお申し込みください。
日時　毎週火・金曜日
　　　午後 0時３0分～ 2時３0分
場所　市総合体育館温水プール
入会金　500円
会費　月2,500円
問　堀井さん（☎2３－１１20）

　事前にお申し込みください。
開催日　 ７月 ７日㈰
場所　市民活動センター
定員　各部20人（先着順）
内容・時間
⃝第 １部：�腸よろこぶ！薬膳から見

る栄養の話
　午後 １時３0分～ 2時３0分
⃝第 2部：�ＺＵＭＢＡ®、ヨガ、大

極舞で身体を整える
　午後 ３時～ 4時３0分
参加費　
⃝第 １部のみ　800円
⃝第 2部のみ　１,000円
⃝第 １部・第 2部　１,500円
問　砂土居さん（☎080－１89１－３７１７）

倉本聰　講演会
「当たり前の暮らしを求めて」七夕コラボレッスン�in�伊達

伊達緑丘高校
「総合的な学習の時間」での
学習成果発表

フィットネスサークル
「Ｔ２ＴＡＩＣＨＩ」
メンバー募集

基礎から学ぶ社交ダンス
第一期生（６ヵ月コース）募集

「水中華」新会員募集

　お子さんが楽しみながら防災を学
ぶきっかけをつくります。
日時　�７ 月2７日㈯正午～28日㈰午前

１１時３0分
場所　市総合体育館
対�象　市内在住の小学校 ３年生～ ６
年生とその保護者（お子さんだけ
の参加も可）
定員　50人～６0人（先着順）
参加費　500円
申込期限　 ６月28日㈮
持�ち物　運動靴・洗面道具・タオル
ケット・バスタオル（ 2～ ３枚）・
タオル・コップ・水着・水中キャッ
プ・水中メガネ・着衣水泳用のＴ
シャツと短パン・ぬれたものを入
れる袋
そ�の他　ゲーム機器・本・トランプ
などは持ち込みできません。
問　市体育協会（☎2３－8６00）

2019夏休みわんぱく避難生活体験
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日時
　❶ ６月 １日㈯　❷ ６月 8日㈯
　❸ ６月１5日㈯　❹ ６月22日㈯
　❺ ６月29日㈯　❻ ７月 ６日㈯
　午後 １時３0分～ ３時３0分
　（集合時間は午後 １時20分）
場所
❶～❹：さくら児童公園テニスコート
❺・❻：北電テニスコート
対象
・一般：初心者～中級者
・ジュニア：小学校高学年～中学生
定員　３0人程度
受講費
・�一般： １回500円（初回はテニス
協会会員登録料１,000円）
・�ジュニア： １回200円（初回はテ
ニス協会会員登録料500円）
申込方法　当日会場で受け付け
※詳しくはお問い合わせください
問　伊達テニス協会（☎25－３50１）

日時　 ６ 月１７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）

各場所　カルチャーセンター

日時　 ６ 月20日㈭午後 ６時３0分～
内�容　高文連コピー部門・オリジナ
ル部門最優秀賞受賞曲など

日時　 ６ 月2３日㈰午後 2時３0分～
内�容　マーチグリーンフォレスト、
ルパン三世のテーマ、ＵＳＡなど
問　伊達高校（☎2３－2525）

日時　 ６ 月2３日㈰
　　　午前１0時～午後 2時
場所　市民活動センター
対�象　「見えない」「見えづらい」で日
常生活にお困りの方やそのご家族
など
内�容　白杖歩行、盲導犬歩行体験、
視覚障害者のための便利グッズ紹
介・体験、生活訓練の相談
問　伊達身体障がい者福祉協会視覚部　
　　赤井さん（☎090－28１６－３452）

日時　 ６ 月３0日㈰
　　　午後 2時～ ３時３0分
場所　みらい館
問　篠原さん（☎2３－３１６9）

日時　 ６ 月１６日㈰
　　　午後 2時～
場所　カルチャーセンター
内�容　行進曲「よろこびへ歩きだ
せ」、「嘆きと祈り～コラールと
トッカータ」、「アナと雪の女王」
よりシンフォニック・ハイライト、
「Ｒｏｃｋコレクション（クイー
ンメドレー）」など
入�場料　500円（前売り400円）、小
学生以下無料
問　伊達緑丘高校　三浦さん
　　（☎24－３022）

日時　 ６ 月2１日㈮午前１0時～正午
場所　食育センター
定員　24人（先着順）
内�容　こしね汁・牛乳豆腐・そぼろ
納豆・関東風桜もち
参加費　１,000円
申込期限　 ６月１７日㈪
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具
問　食育センター（☎82－３59１）

　事前にお申し込みください。
日時　 ６ 月2７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）

伊達テニス協会「テニス講習会」
参加者募集

いきいき茶ろん
レコード鑑賞「懐かしの
メロディー、日本の愛唱歌」

伊達高校から
定期演奏会のお知らせ

視覚障害者相談会
in�伊達

「オカリナ・ユニット
ゆきことようこ」
第２回陽だまりコンサート

伊達緑丘高校吹奏楽局
第34回定期演奏会

市体育協会からのお知らせ

「食育センター料理教室」
関東地方の伝統料理を一緒に
作りませんか

市民活動サークル
ttemiyo（テミヨー）
ヨガクラス参加者募集

日時　 ７ 月 4 日㈭（雨天決行）
　　　午前 8時～午後 １時
　　　（受付：午前 ７時３0分～）
場所　関内パークゴルフ場
対�象　市内在住の男女ペアで、ペア
の年齢の合計が１40歳以上
参加費　 １組2,000円（保険料含む）
申込期限　 ６月１６日㈰

第11回プラチナエイジ・
パークゴルフ交流大会

第 5回軽音楽部定期演奏会

第46回吹奏楽局定期演奏会


