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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　12月号掲載希望→10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　 1月 5日に開催→12月号に掲載→10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

無
料

教材費（ １セット）　
❶2,500円　❷1,500円
申込開始日　10月 1 日㈫
持ち物　裁縫道具・昼食・飲み物
そ�の他　託児あり（お子さん 1 人
100円）
問　宇野さん（☎22－0331)

参加費（前売り）
・大人1,000円（当日1,200円）
・中学生以下500円（当日600円）�
※�前売り券は「きみのて。ホームペー
ジ（https://kiminote.stores.
jp）」のみで販売
　右記のＱＲコードを
　ご利用ください
購入期限　11月22日㈮�
問　天野さん
　（ ：kiminote2345@gmail.com）

日時　10月23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　東海林安人さん（同院外科・
消化器外科長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－4７－4404）

病院ボランティアは、当院の外来
で、「紹介状を持って来たけど、ど
こに出せばいいのかな？」「初診の申
し込みはどうしたらいいの？」など
困っている方に声を掛け、お手伝い
をしています。
来院する多くの方のため、午前 8
時30分ごろから11時ごろまで手伝っ
ていただける方を募集しています。
週に 1日だけでも結構です。まずは
お問い合わせください。
問　伊達赤十字病院（☎23－2211）

製鉄記念室蘭病院
第54回市民公開がんセミナー
「乳がんについて」

西いぶり
在宅ケアフェスティバル

第６回伊達市Ｂ＆Ｇ海洋センター
パークゴルフ大会

伊達水泳協会
「第35回伊達市民水泳競技大会」
参加者募集

「みんなの学校」上映会＆
「子育てサポートＳＡＭＡＹＯＫＡ
菅原香織」講演会

伊達ブンブン文庫
「布絵本・布遊具手作り講習会」

日時　11月 6 日㈬※雨天決行
　　　午前 9時30分～午後 1時
　　　（受付：午前 9時～）
場�所　市Ｂ＆Ｇ海洋センターパーク
ゴルフ場
対象　市内在住の方
定員　80人（先着順）
参�加費　1,000円（保険料・入場料
含む）
申込期限　10月18日㈮
問　市体育協会（☎23－8600）

ぬくもりのある布絵本や布おも
ちゃを手作りしてみませんか。教材
はカット済みで、すぐに始められます。
日時　11月 ７ 日㈭�
　　　午前10時～午後 2時
場所　市民活動センター
内容・定員
❶布絵本「おでかけ」：10人（先着順）
❷�アンパンマンの指人形：10人（先
着順）

日時　10月26日㈯
　　　午前10時～午後 3時
場所　ＭＯＲＵＥ中島
内�容　医師・看護師・薬剤師による
健康チェック、介護予防体操、介
護食の試食、医療・介護の相談コー
ナー
問�　西いぶり在宅ケア連絡会事務局
（�本輪西ファミリークリニック内
　☎0143－55－1212）

映画は字幕付きですので、耳が不
自由な方もお楽しみいただけます。
日時　11月23日㈷
　　　午後 1時～ 4時
場所　市民活動センター�
定員　100人（先着順）
内容�
・講演：�「子育てサポートＳＡＭＡＹ

ＯＫＡ菅原香織」～人って
すごい！初めての多様性講
座～

・映画：「みんなの学校」

日頃の練習の成果を記録に残して
みませんか。
日時　11月1７日㈰　午前 9時～
場所　市総合体育館温水プール
対�象　市内在住か近隣市町村の小学
生以上の方
申�込方法　申込用紙を伊達水泳協会
事務局へ提出
申込書・大会要項配付場所
・市総合体育館温水プール窓口
・伊達水泳協会事務局
申込期限　10月1７日㈭
問�　伊達水泳協会事務局（藤原達雄
方・梅本町23－80　☎25－4105、
25－5936）

「病院ボランティア」の募集
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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　12月号掲載希望→10月31日期限）
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みんなの掲示板
掲 載 ル ー ル

―　広　告　―

無
料

日時　10月10日㈭
　　　午後 1時30分～ 3時
場所　市民活動センター
テ�ーマ　西部劇映画音楽、ラテンリ
ズムで日本の歌

時間　午前11時～正午
対象　18歳以上の健康な方
定員　30人（先着順）
参加費　500円
申�込方法　温水プール・トレーニン
グ室窓口で申し込み
申込期限　10月13日㈰
持ち物　タオル・飲み物
※乳児・幼児の託児あり

時間　午後 1時～ 2時
対�象　 3歳～小学生のお子さんとそ
の保護者
定員　15組（先着順）
参加費　親子で1,000円（何人でも可）
申�込方法　温水プール・トレーニン
グ室窓口で申し込み
申込期限　10月13日㈰
持ち物　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）

開催日　10月14日㈷
場�所　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室

日時　10月21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）

講演の後、テーマに沿ったランチ
をご提供します。
日時　10月11日㈮
　　　午前11時～11時30分
テ�ーマ　「50代が気をつけたい意外
な食事の問題点」
参加費　600円

北海道の伝統料理を一緒に作りま
せんか。
日時　10月25日㈮
　　　午前10時～正午
定員　24人（先着順）
内容　北海道の伝統料理 3～ 4品
参加費　1,000円
申込期限　10月21日㈪
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具
問　食育センター（☎82－3591）

場所　食育センター

日時　10月20日㈰　午前10時～
場所　カルチャーセンター
参加費　500円（高校生以下300円）
問　井上さん（☎25－20７1）

心肺蘇生やＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の使い方を学びます。
日時　10月26日㈯
　　　午前 8時25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　10月18日㈮

ケガの手当て（包帯含む）や搬送
方法などを学びます。
日時　11月 2 日㈯・ 3日㈷
� 午前 8時25分～午後 4時20分
　　　（ 3日は午後 3時30分まで）
場所　伊達赤十字病院
対�象　赤十字救急法基礎講習を修了
した方
教材費　1,７00円
申込期限　10月18日㈮

時間　午前 9時～午後 5時

申し込みは必要ありません。当日
直接会場にお越しください。
開催日　10月25日㈮
場所　みらい館
内�容　「子ども食堂の可能性～みん
なに居場所をみんなに出番を～」

・講演会（午後 4時～）
　受講費：無料
・子ども食堂（午後 6時～）
　参加費：大人500円、お子さん無料
問　工藤さん（☎080－4041－9７03）

いきいき茶ろんからの
お知らせ

市総合体育館温水プール・
トレーニング室
体育の日イベント

いちごはうすの会
二本松一将氏講演会×子ども食堂
第３弾

食育センターからの
お知らせ

文化祭将棋大会

伊達赤十字病院からの
お知らせ

無
料施設無料開放

レコード鑑賞

ヨーガセラピー

ファミリーヨガ

赤十字救急法基礎講習

赤十字救急法救急員養成講習

音楽で頭と身体の体操

栄養士講座食事付プラン

料理教室


