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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　10月号掲載希望→ 8月30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　11月 3 日に開催→10月号に掲載→ 8月30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

無
料

無
料

日時　 9月12日㈭午後 2時～ 4時
場所　伊達赤十字病院
教�材費　52円（おつりのないようご
用意ください）
申込期限　 9月 5日㈭
持�ち物　フェイスタオル 2 枚、ビ
ニール袋（コンビニ袋） 1枚、筆
記用具、お持ちの方は風呂敷 2枚
※�動きやすい服装（スカート不可）
でお越しください
問　伊達赤十字病院（☎2３－2211）

日時
8 月３1日㈯午後 1時～ 5時15分
9 月 1 日㈰午前10時～午後 5時15分
場�所　胆振地方男女平等参画セン
ター（室蘭市東町 4丁目）
定員　各日70人
演題
8 月３1日
⃝�「子どもたちとの関わりはどう変
わっていくか・いけるか」
⃝�「発達障害の人々のコミュニケー
ション」
9月 1日
⃝�「通常学級における発達障害児に
対する合理的配慮を考える」
⃝�「発達障害から生活障害と信頼障害へ」
⃝�「ワーキングメモリからみた発達障害」
参加費　 8月３1日1,000円
　　　　 9月 1日1,500円
※事前にお申し込みください
問　熊谷さん（☎014３－2３－192３）

申込期限　 9月 4日㈬
持ち物　昼食・飲み物
問　福田さん（☎３8－259３）

日時　 9 月 ６ 日㈮～11月22日㈮
　　　（全12回・毎週金曜日）
　　　午前10時３0分～11時３0分
場所　市武道館
対象　50歳以上の方
定員　25人（先着順）
内�容　誰でもできる簡単なストレッ
チ・筋力トレーニング
参加費　4,5３0円（保険料含む）
申�込方法　市総合体育館温水プール
窓口で申し込み
申込開始日　 8月 5日㈪
問　市総合体育館温水プール・
　トレーニング室（☎25－8３00）

室蘭工業大学公開講座
参加者募集

視覚障がい者の卓球
サウンドテーブルテニス
見学・体験会

住民フォーラム「自分らしい最期
を迎えるために」～あなたはどこ
で最期を迎えたいですか？～

救急の日講演会

市総合体育館温水プール・トレー
ニング室「いきいき健康体操」

伊達赤十字病院
災害時高齢者生活支援講習

室蘭ＬＤを考える会
設立20周年記念講演会
「そして未来へ」

日時　 8月３1日㈯午後 1時～ 5時
場所　室工大教育・研究 8号館Ｒ棟
受講費　1,000円（教材費など含む）
申込期間　
　 8月 1日㈭～20日㈫午後 5時日時　 9 月 8 日㈰午前 9時～正午

場所　市総合体育館
講師　小林与志美さん（室蘭市）
持ち物　体験希望の方は運動靴
問　さわやかともの会　鈴木さん
　（☎25－4６３３）

日時　 9 月 7 日㈯午前10時～正午
場�所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター
対象　西胆振にお住まいの方
内容
⃝講演 1「在宅医療の現状」
⃝講演 2「在宅看取りを通して」
⃝講演 ３ �「グループホームでの看取り」
⃝�終活ノートを書いてみよう（終活
ノートの無料配布）
⃝相談コーナー
問　北海道看護協会室蘭支部長
　�熊谷さん（市立室蘭総合病院内
　☎014３－25－３111）

日時　 9 月10日㈫午後 2時～
場所　市保健センター
定員　80人（先着順）
演�題　「ボケない生活習慣を身につ
けよう―認知症と生活習慣病―」
講�師　小熊正人さん（末永町内科ク
リニック院長）
申込期限　 8月３0日㈮
問　胆振西部医師会（☎25－６5６5）

日時　 9月 7日㈯午後 1時～ 5時
場所　室工大教育・研究 1号館Ｃ棟
受講費　2,000円（教材費など含む）
申込期間　
　 8月 5日㈪～2３日㈮午後 5時

各対象　高校生以上の方
各定員　10人（先着順）
各�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）
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）

室蘭イタンキ浜の鳴り砂を科学する！

フィジカルコンピューティング入門 
～Wifiでモノのインターネット（IoT）～
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場所　カルチャーセンター ペンの持ち方からお伝えします。
日時　 8 月27日㈫・28日㈬（全 2回）
　　　午後 ６時３0分～ 9時
場所　市民活動センター
対象　 2 日間とも参加できる方
定員　３0人（先着順）
講�師　鈴木さよさん（グラフィック
ファシリテーション協会認定プロ
フェッショナル）
受講費　３,000円（ 2日間分）
持ち物　筆記用具
※事前にお申し込みください
問　四

し の へ

戸さん（☎090－9510－1428、
　 ：stella2018fa@gmail.com）

日時　 8 月10日㈯～12日(振)
　　　午前10時～午後 4時
　　　（12日は午後 ３時まで）

日時　 8 月11日㈷・12日(振)
　　　午前10時～午後 4時
　　　（12日は午後 ３時まで）
内�容　大人（ガウチョパンツ・着物
からの手提げ袋・花座布団など）、
お子さん（マグネット帽子・ハン
カチでの魚拓・花などのブローチ）
参�加費　大人500円～700円
　　　　お子さん200円～400円

衣類・食器類などを100円～３00円
で販売します（無料あり）。
日時　 8 月11日㈷・12日(振)
　　　午前10時～午後 4時
　　　（12日は午後 ３時まで）
問　伊達消費者協会（☎25－40６7）

日時　 8 月21日㈬午後 1時３0分～
講師　輪島俊明さん

⃝卓球（初心者）
　日時　 9月 2日～12月1６日
　　　　（全12回・毎週月曜日）
　定員　18人（申込多数時抽選）
⃝バドミントン
　日時　 9月 ３日～12月10日
　　　　（全12回・毎週火曜日）
　定員　12人（申込多数時抽選）

日時　 9月 7日㈯
　　　午前10時３0分～午後 1時
場所　市総合体育館
対象　18歳以上の方
定員　20人（先着順）
参加費　1,000円
　　　　（昼食代・保険料など含む）
申込期限　 8月19日㈪
持ち物　上靴、タオル
問　市体育協会（☎2３－8６00）

日時　 8 月３0日㈮午後 1時３0分～
講師　山﨑信人さん
問　徳成さん（☎090－8６３1－5３08）

⃝卓球（初級）
　日時　 9月 4日～12月 4 日
　　　　（全12回・毎週水曜日）
　定員　18人（申込多数時抽選）
⃝卓球（初心者）
　日時　 9月 5日～11月28日
　　　　（全12回・毎週木曜日）
　定員　18人（申込多数時抽選）

各時間　午前 9時３0分～正午
各場所　市総合体育館
各対象　20歳以上の方
各受講費　６,000円
　　　　　（全12回分・入館料含む）
各申込期限　 8月1６日㈮
各持ち物　上靴、タオル、飲み物
そ�の他　祝日や大会があるときなど
は中止します。

場所　市民活動センター

日時　 8 月３0日㈮
　　　午前10時～正午
場所　食育センター
定員　24人（先着順）
参加費　1,000円
申込期限　 8月2６日㈪
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具
問　食育センター（☎82－３591）

日時　 9 月 7 日㈯午前 9時～午後 ３時
　　　※悪天の場合は 8日㈰に延期
集�合場所　有珠善光寺自然公園駐車
場（国道入口）
定員　３0人（先着順）
参�加費　一般700円（簡易傷害保険
料含む）、お子さんは無料（簡易
傷害保険料別）

市民ファシリテーション STELLA
対話を見える化する「初めてのグラ
フィックファシリテーション講座」

伊達消費者協会
「消費生活展」

市体育協会からのお知らせいきいき茶ろんからの
お知らせ

食育センター料理教室
東北地方の伝統料理「だし丼」などを
一緒に作りませんか

有珠の歴史と自然発見ツアー
　～伊達で他ではない
　　　　　　魅力に出会えます～

ス　 テ　 ラ

無
料消費生活パネル展

大人の物づくり体験会
夏休み子ども物づくり体験

フリーマーケット

アコーディオン演奏
健康づくりスポーツ教室

食とストレッチと健康のお話

介護保険制度はどう変わった？


