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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　 9月号掲載希望→ 7月31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　10月 7 日に開催→ 9月号に掲載→ 7月31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
料

開催日　 ７月14日㈰
場�所　室蘭市男女平等参画センター
「ミンクール」（室蘭市東町）
第 １部（午後 １時～ ２時30分）
　講演会：�「生活習慣からはじまる

一人一人の幸福人生」
第 ２部（午後 ２時30分～ ４時30分）
　健康法の紹介・体験、写真展　ほか
参加費　８00円
問　ＭＯＡむろらんボランティア
　　（☎0143－44－2392）

各申込期間
　 ７ 月 1 日㈪～11日㈭午後 4時

2級ボイラ技士免許試験の免許交
付要件になる実技講習です。
日時　 ７ 月25日㈭～2７日㈯
　　　午前 9時～午後 5時
場所　室蘭市中小企業センター
　　　（室蘭市東町）
定員　20人
受講費　19,400円
テキスト代　2,4８0円
申込期限　 ７月20日㈯
※�申込方法など詳しくは下記にお問
い合わせください（月・水・金曜
日の午前 9時～正午）
問�　日本ボイラ協会北海道支部室蘭
地区支部事務局（☎0143－43－5696）

　新しい令和の年にフォークダンス
を始めてみませんか。
日時（初心者コース）
　毎週月曜日　午前10時～正午
場所　武道館
会費　1,300円（見学は無料）
持ち物　運動靴
問　大友さん（☎23－８402）

場所　食育センター 室蘭工業大学からの
お知らせ

伊達市フォークダンス同好会
会員募集

食育センター２大イベント
参加者募集

第１回
ＭＯＡ美と健康のつどい

日本ボイラ協会
ボイラ実技講習

日時　 ７ 月29日㈪
　　　午前10時～正午
定員　1８組
内�容　フライパンdeヨーグルトパ
ン、とろ～りチーズのチキントマ
ト煮（食育センターのミニいちご
スムージー・ミニカレーライス付き）

参加費　 1人600円
申込期限　 ７月19日㈮
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具

日時（どちらか １日）
⃝ ７月2７日㈯　午前10時30分～
⃝ ７月2８日㈰　午後 2時～
対象　小学校 1・ 2年生

日時　 ８月 ８日㈭・ 9日㈮
　　　午前10時～午後 4時
場所　室工大ロボットアリーナ
対象　小学校 5年生～中学生
定員　10人（先着順）
申�込方法　持参・郵送・ＦＡＸ・メー
ル・ＨＰから、のどれかの方法で
申し込み（電話申込不可）
申込期間　
　 ７月16日㈫～26日㈮午後 5時
問�　室蘭工業大学総務広報課地域連
携係（室蘭市水元町2７－1　☎0143
－46－5016、 0143－46－5032　
：chiiki@mmm.muroran-it.
ac.jp）

日時（どちらか １日）
⃝ ７月2７日㈯　午後 2時～
⃝ ８月 4日㈰　午前10時30分～
対象　小学校 3・ 4年生

日時（どちらか １日）
⃝ ７月2８日㈰　午前10時30分～
⃝ ８月 4日㈰　午後 2時～
対象　小学校 5・ 6年生

各場所　室工大ロボットアリーナ
各定員　各日10人（申込多数時抽選）
各�申込方法　郵送・ＦＡＸ・ＨＰか
ら、のどれかの方法で申し込み
（電話申込不可）

通常は非公開・立入制限のある施
設を大公開。給食と同じレシピのカ
レーライスとフルーツ和えを調理し
ています。
日時　 ７ 月30日㈫
　　　午前 9時30分～11時30分
定員　100人
内�容　施設見学後、調理していたも
のを試食できます。
参加費　500円（小学生以下400円）
申込期限　 ７月26日㈮
問　食育センター（☎８2－3591）

親子で楽しくクッキング

手回し発電ロボットを作ろう！

Ｊｒ.ロボットスクール2019
サッカーコンテスト編

ボクシングロボットを作ろう！

ロボット対戦！クワガタムシＶＳカブトムシ

食育センター給食調理場一般公開

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）
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無
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開催日　 ７月 ７日㈰
場�所　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室
内�容・時間　プール・トレーニング
室無料開放：午前 9時～午後 5時
　⃝多目的広場（ 2～ 4コース）
　　　午後 0時30分～ 3時
　⃝幼児プール遊びの広場
　　　午前 9時～午後 3時
　⃝水中運動会（ 1人300円）
　　　午前10時～正午
　　　※�事前申込は終了しています

が、当日参加もできます
　⃝�かき氷販売（氷がなくなり次第

終了）、プロテイン試飲会、握
力測定、全身反応測定など

　　　午後 0時30分～ 3時
問�　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25－８300）

「子ども食堂」を知ってもらうた
めのプレオープンです。事前にお申
し込みください。
日時　 ７ 月11日㈭
　午後 5時30分～ ８時までの間で都
合のいい時間にお越しください。
場所　臨床心理オフィス「ホルス」
　　　（鹿島町33－ ７ 日光印刷 2階）
定員　10組
参加費　大人500円、高校生以下無料
※今回はアレルギー対応なし
問　工藤さん（☎0８0－4041－9７03）

日時　 ７ 月12日㈮～15日㈷
　　　午前10時～午後 5時
　　　�（12日は正午から、15日は午

後 4時まで）
場所　カルチャーセンター
問　佐藤さん（☎25－4653）

日時　 ７ 月11日㈭　午後 3時～ 4時
場�所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター
講師　仙丸直人さん（同院副院長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－4７－4404）

打楽器などを使って、即興的なリ
ズムアンサンブルを楽しみます。
日時　 ７ 月2７日㈯
　　　午後 2時30分～ 4時（予定）
場所　カルチャーセンター
定員　20人程度
参�加費　1８歳以上500円、1８歳未満
300円、未就学児は無料
※なるべく事前にお申し込みください
問　三森さん（☎090－9７55－1８７9）

日�時　 ７ 月23日㈫・25日㈭・30日㈫・
８月 1日㈭

　午後 6時～ ７時
場所　市総合体育館温水プール
対象　泳ぎが苦手な小学生
定員　20人（先着順）
参加費　2,000円（保険料など含む）
申�込方法　はがき・ＦＡＸ・メール
のどれかの方法で、住所・氏名・
学年・保護者名・電話番号を書い
て申し込み
申込期限　 ７月16日㈫
問�　藤原達雄さん（梅本町23－８0、
☎25－4105、 25－5936、 ：
t23fuji@poppy.ocn.ne.jp）

ヨガ・足ツボマッサージ・クラフ
ト製作を通してリラクゼーション体
験をしていただく講座です。
　事前にお申し込みください。
日時　 ７ 月14日㈰
　　　午前10時～正午
場所　市民活動センター
定員　20人（先着順）
参加費　3,500円
問　四

し の へ

戸さん（☎090－9510－142８）

「ファシリテーションって何？」とい
う初心者の方から参加可能です。興
味のある方はお問い合わせください。
日�時　STELLAのメンバーと参加希
望者で調整して決定します。
場所　市民活動センターほか
問　四

し の へ

戸さん（☎090－9510－142８）

いちごはうすの会
「子ども食堂」プレオープン温水プール七夕祭り 第８回伊達百景展2019

製鉄記念室蘭病院
第52回市民公開がんセミナー
「大腸がんとダヴィンチ手術」

市立室蘭総合病院
くじらん健康教室ドラムサークル参加者募集

伊達水泳協会
「夏休みチビッコ水泳教室」の開催

ココロとカラダ
「リラクゼーション講座」

市民ファシリテーションSTELLA
定例学習会参加者募集

ス　 テ　 ラ

日時　 ７ 月11日㈭　午後 1時～
場所　市立室蘭総合病院
対象　西胆振にお住まいの方
テ�ーマ　第10回ひまわりサロン・
「知ってトクするお口のケア」
内�容　筋力・バランスなどのチェッ
ク（実際に運動し身体能力を計
測）、医師などによる講演など
問　市立室蘭総合病院
　　（☎0143－25－3111）


