
19

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　11月号掲載希望→ 9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　12月 8 日に開催→11月号に掲載→ 9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

無
料

日時　 9月２０日㈮　午後 １時～
場所　市立室蘭総合病院
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
※�過去に参加した方はくじらん健康
手帳をお持ちください
問　市立室蘭総合病院
　　（☎０１４３－２５－３１１１）

日時　１０月２３日㈬～１１月 6 日㈬
　　　（全 ３回・毎週水曜日）
　　　午後 6時～ 8時
場所　室工大教育・研究１１号館Ｊ棟
定員　 8人（先着順）
受講費　２,０００円（教材費など含む）
申�込期間　
　 9月１7日㈫～１０月 １ 日㈫午後 ５時

日時　１０月３１日㈭～１１月１４日㈭
　　　（全 ３回・毎週木曜日）
　　　午後 6時～ 7時３０分
場所　室工大教育・研究 ２号館Ｑ棟
定員　１０人（先着順）
受講費　１,０００円（教材費など含む）
申込期間　
　１０月 ２ 日㈬～１6日㈬午後 ５時

自衛隊・北海道警察・函館税関・
室蘭市消防・室蘭海上保安部の合同
イベントです。
日時　 9 月 7 日㈯
　　　午前１０時～午後 ３時
場所　室蘭港入江耐震岸壁
主な内容
⃝掃海艇と巡視船の一般公開
⃝パトカーなど特殊車両の展示・乗車
⃝装備品などの展示・一部着用体験
⃝制服着用　　など
※�裾の広い服やヒールの高い靴は着
用せずご来場ください
問　室蘭海上保安部
　　（☎０１４３－２３－０１１8）

「室蘭初　公安５機関の仕事を
紹介」～人と地域と社会を守る　
公安機関大集合～

市立室蘭総合病院
くじらん健康教室
「乳がんと共に生きる」

日鋼記念病院
第５回健康プラザデラックス

製鉄記念室蘭病院
市民公開セミナー

室蘭工業大学公開講座
参加者募集 小学生バレーボールサークル

バービーズ・ジュニア�会員募集

日時　 9 月１０日㈫　午後 ２時～ ３時
場�所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター
講�師　前鼻健志さん（同院泌尿器科
主任医長）

　一緒に楽しく運動しませんか。
練習日時　毎週金曜日
　　　　　午後 ４時～ 6時
場所　市総合体育館
対象　小学校 ３年生～ 6年生
会費　月１,０００円（体験は無料）
持ち物　運動靴、飲み物
※練習時間・場所は変更あり
問　石井さん（☎０9０－２8１8－7１５３）

日時　 9 月２５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　サシーム・パウデルさん（同
院外科・消化器外科医長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎０１４３－４7－４４０４）

日時　１０月 １ 日㈫～２２日㈷
　　　（全 ４回・毎週火曜日）
　　　午後 6時～ 7時３０分
場所　室工大教育・研究 ２号館Ｑ棟
定員　２０人（先着順）
受講費　１,０００円（教材費など含む）
申込期間
　 9 月 ２ 日㈪～１３日㈮午後 ５時

日時　 9月２8日㈯
　　　午前１０時～午後 ２時
場所　日鋼記念病院
内�容　市民公開講座（講師：産婦人
科医師）、プチ検診、医療機器操
作体験、親子de院内探検、相談
ブース、変身！ドクター＆ナース、
ヘルシーランチパック（数量限定・
５００円）　など
※�ヘルシーランチパックは、当日の
先着順に整理券を配付します
問　日鋼記念病院　萩生田さん
　　（☎０１４３－２４－１３３１）

各対象　高校生以上の方
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）

第53回市民公開がんセミナー
「腎がんとダヴィンチ手術」

第41回市民公開健康セミナー
「ヘルニア（脱腸）の治療について」

英会話：外国の文化について話しま
しょう－その５（初級～中級）

３次元プリンターによる造形

英語で読むアイヌの絵本～「アイヌ
とキツネ」を読む～
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日時　�9 月 ４ 日㈬・１１日㈬・１8日㈬・
２５日㈬

　　　午後 ３時～ ４時４０分
場所　市総合体育館
対象　年少以上のお子さん
持ち物　上靴
問　白戸さん（☎０9０－５98０－7００6）

開催日　 9月 8日㈰
内容・時間（場所）
　❶施設無料開放
　　午前 9時～午後 ５時
　　�（市総合体育館温水プール・ト

レーニング室）
　❷水中運動
　　�午前 9時３０分～１０時１５分（市総

合体育館温水プール２５mプール）
　❸�ROUND6０“カラーボウリング、

スカットボール”
　　午前１１時～正午
　　（市総合体育館サブアリーナ）
対象　
　❶�は6０歳以上の方とその家族
　❷・❸は6０歳以上の方
定員（どちらも先着順）
　❷は２０人、❸は３０人
申込方法　
　❶は申込不要
　❷�・❸は、電話か市総合体育館温

水プール窓口でお申し込みくだ
さい。

持ち物
　❷は水着、水泳キャップ
　❸は上靴、タオル、飲み物
問　市総合体育館温水プール・
　トレーニング室（☎２５－8３００）

日時　 9 月２０日㈮
　　　午後 １時３０分～ ３時
場所　聖ヶ丘病院
定員　４０人（先着順）
内�容　健康測定（身長体重・ＢＭＩ・体
脂肪・血圧）、講話、ストレッチ体操
申込期限　 9月１7日㈫
問　聖ヶ丘病院（☎２１－５３００）

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・
医療費負担あり）。
入場は無料ですので、お気軽にご
来場ください。
日時　１０月 ５ 日㈯・ 6日㈰
　　　午前１０時～午後 ４時
場所　札幌トヨペット伊達店
　　（末永町３３－ ５ ）
問　ニャン友ねっとわーく北海道
　　（☎０１１－２０５－０66５）

日時　 9月２9日㈰※雨天決行
　　　午前 8時３０分～
場所　まなびの里パークゴルフ場
対象　市内在住の方
定員　１４４人（先着順）
参加費　8００円（保険料など含む）
申込期限　 9月１9日㈭
申込方法（次のどれかで申し込み）
⃝関内パークゴルフ場管理室で直接
⃝市体育協会に電話（☎２３－86００）
⃝まなびの里パークゴルフ場に電話
� （☎３8－２１５１）
その他　用具はご持参ください。
問　高瀨さん（☎２３－００３6）

高齢期を健やかに過ごすための健
康増進の知識、高齢者の支援・自立
に役立つ介護技術を学びます。
日時　１０月 ５ 日㈯・ 6日㈰
　　　午前 9時～午後 ５時
　　　（受付：午前 8時４５分～）
場所　伊達赤十字看護専門学校
対象　満１５歳以上の方
教材費　9００円
申込期限　 9月２０日㈮
※�開催場所は病院ではありませんの
でご注意ください
問　伊達赤十字病院（☎２３－２２１１）

日時　 9 月２５日㈬　午後 6時～
場所　伊達信用金庫コスモスホール
出�演者　金原亭伯楽・金原亭龍馬・
アサダ二世（マジック）
チケット料金
　前売り１,５００円、当日１,8００円
チケット販売場所　
　伊達商工会議所・寺島武道具店・
洞口書店・日専連パシフィック
問　寺島さん（☎２３－３０１6）

第２回聖ヶ丘病院健康教室
「生活習慣病（食事と運動）」 保護猫の譲渡会だてキッズ体操クラブ JSC

見学・体験会のご案内

市総合体育館
温水プール・トレーニング室
敬老の日無料開放イベント

第23回伊達市長杯
パークゴルフ大会

伊達爆笑寄席

赤十字健康生活支援講習
支援員養成講習会

日本詩吟学院
北海道道南岳風会
令和元年度伊達支部吟道大会

漢詩・和歌・構成吟などを吟じま
す。詩吟や歴史に興味のある方は、
お気軽にご来場ください。
日時　１０月 6 日㈰
　　　午後 １時３０分～
場所　ホテルローヤル
問　佐藤さん（☎２４－１３7２）


