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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　 2月号掲載希望→12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　 3月 8日に開催→ 2月号に掲載→12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
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　お話の後、ランチをご提供します。
日時　12月23日㈪
　　　午前11時～11時30分
参加費　600円

日時（どちらか １日）
⃝ 1月11日㈯　午前10時30分～
⃝ 1月12日㈰　午後 2時～
対象　小学校 1・ 2年生
定員　各日10人（申込多数時抽選）

日時（どちらか １日）
⃝ 1月11日㈯　午後 2時～
⃝ 1月13日㈷　午前10時30分～
対象　小学校 3・ 4年生
定員　各日10人（申込多数時抽選）

日時（どちらか １日）
⃝ 1月12日㈰　午前10時30分～
⃝ 1月13日㈷　午後 2時～
対象　小学校 5・ 6年生
定員　各日10人（申込多数時抽選）

　伊達野菜を使用した料理を 3品程
度作ります。
日時　12月25日㈬
　　　午前10時～正午
定員　24人（先着順）
参加費　1,000円
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具

日時　12月11日㈬
　　　午後 3時～ 4時
講�師　小野道洋さん（同院消化器内
科主任医長）

日時　12月18日㈬
　　　午後 2時～ 3時
講�師　高橋弘さん（同院透析科長・
循環器内科長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－47－4404）

各場所　食育センター
各申込期限　12月18日㈬
問　食育センター（☎82－35９1）

各�場所　室蘭工業大学ロボットア
リーナ
各�申込方法　郵送・ＦＡＸ・ＨＰから、
のどれかの方法で必ず希望日を明
記して申し込み（電話申込不可）
各申込期間　
　12月 2 日㈪～12日㈭午後 4時
問�　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）

場�所　製鉄記念室蘭病院がん診療セ
ンター

私たちの「水」「社会」「未来」を考
えます。
日時　12月15日㈰
　　　午後 1時30分～ 4時
場�所　胆振地方男女平等参画セン
ター「ミンクール」（室蘭市東町
4－2９－ 1）

定員　80人（当日会場で申し込み）
参加費　300円（資料代として）
問　同実行委員会事務局　三澤さん
　　（☎050－5372－９543）

室蘭工業大学
サイエンススクール
参加者募集

製鉄記念室蘭病院
市民公開健康セミナー

室蘭工業大学
第43回蘭岳コンサート

食育センターからの
お知らせ

日本ボイラ協会
ボイラ実技講習

男女平等参画フォーラム 2019
「誰のための水道民営化？
“水道法改正 ”」

日時　12月21日㈯　午後 2時30分～
場所　室蘭工業大学　大学会館
演�奏者　柳真也さん（ベース）・山
下ヤスシさん（ピアノ）・舘山健
二さん（ドラムス）
問　室蘭工業大学総務広報課
　　（☎0143－46－5016）

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　 1 月14日㈫～16日㈭
　　　午前 ９時～午後 5時
場所　中小企業センター
定員　20人（先着順）
受講費　1９,800円（テキスト代別途）
申込期限　 1月 7日㈫
※�詳しくは同室蘭地区支部のホーム
ページをご覧ください
問�　日本ボイラ協会北海道支部室蘭
地区支部（☎0143－43－56９6）

「食育講座」
～味覚についてのいろいろ～ ロボットハンドを作ろう！

ウサギロボットを作ろう！

段ボールリモコンカーを作ろう！

「料理教室」
～伊達野菜を料理しましょう～

第43回「胆石について」

第44回「心房細動とは」
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日時　12月14日㈯
　　　午前10時～午後 2時
場所　保健センター
対�象　小学校 3～ 6年生のお子さん
とその保護者（父・母・祖父母な
ど）のペア
定員　12組
講師　田中正文さん（食育指導士）
参加費　 1組500円
申込期限　12月 7 日㈯
※�お子さんだけでの参加を希望する
場合は、ご相談ください
問　ＪＡ伊達市管理課（☎23－2181）

日時　12月15日㈰
　　　午前10時～正午
場所　カルチャーセンター
演�題　「鳥から見える人の世界～共
生の確かな確認を～伊達にやって
くるたくさんの鳥たちも紹介～」
講師　篠原盛雄さん（日本野鳥の会）
参加費　大人のみ200円
※�申し込みは不要です。直接会場に
お越しください
問　木村さん（☎0９0－7057－3248）

日時　12月15日㈰
　　　午前10時～
　　　（受付：午前 ９時40分～）
場所　伊達紋別駅南集会所
対局方法　駒落ち 5回戦
参加費　500円（高校生以下300円）
問　井上さん（☎25－2071）

日時　12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、リラック
ス体操
※事前にお申し込みください
問　聖ヶ丘病院（☎21－5300）

北海道胆振東部地震や令和元年の
台風で被害に遭われた方々のための
チャリティー・コンサートです。
日時　12月22日㈰
　　　午後 1時～ 3時30分
場所　カルチャーセンター
演�奏曲　キャラバン、アラジン・メ
　ドレー、Happy!Happy!!Happy!!!
　Xmas　など
※�会場入口に義援金ボックスを設置
しています。募金にご協力ください
問　伊達中学校　菊地さん
　　（☎23－3055）

日時　12月21日㈯
　　　午前10時～11時30分
場所　市民活動センター
対象　小学生以上の方（保護者同伴可）
定員　 5 人（先着順）
参加費　500円
持ち物　色えんぴつ
申込方法　メールで申し込み
　　（ ：ayasgm12@gmail.com）
問　篠原さん（☎080－3235－8400）

日時　12月21日㈯
　　　午前11時～午後 1時
場所　竹原会館
参�加費　1,000円（資料代・材料代
として）
問　川村さん（☎080－342９－8788）

開催日
1 期：�1 月 5 日㈰・11日㈯・12日㈰・

1９日㈰・25日㈯
　　　検定日： 1月26日㈰
2期：�2 月11日㈷・15日㈯・16日㈰・

23日㈷・2９日㈯
　　　検定日： 3月 1日㈰
キッズ：❶ 1月11日㈯　❷ 1月25日㈯
　　　❸ 2月15日㈯　❹ 2月2９日㈯
　　　検定日： 3月 1日㈰
※�「キッズ」は、来年 4月に小学校 1
年生になるお子さんのクラスです
時間
⃝土曜日（ 1・2期）：午後 1時～ 3時
⃝日曜日・祝日：午前10時～午後 3時
⃝キッズ：午前10時～11時30分
場所　オロフレスキー場
申�込方法　12月 1 日㈰からアルファ
スポーツ窓口で受け付け
申込期限（当日受付不可）
⃝ 1期：12月23日㈪
⃝ 2期： 2月 1日㈯
⃝キッズ❶❷： 1月 5日㈰
⃝キッズ❸❹： 2月 ９日㈰
※�クロスカントリースキー教室も開
催。詳しくは、藤田さん（☎0９0
－2053－3９47）に問い合わせ

問　伊達スキー連盟事務局
　上田さん（☎24－3027）

JA伊達市「親子の食育セミナー」
～調理からごちそうさままで～

冬の自然勉強会

冬の将棋大会 in 伊達

第３回聖ヶ丘病院健康教室
「感染予防
（インフルエンザ対策）」

伊達地区吹奏楽連盟
チャリティー・コンサート
2019

市民活動サークル ttemiyo（テミヨー）
「プログラミングをやっテミヨー
Ozobot（オゾボット）編」

いきいき茶ろん
「お菓子教室～オムレットケーキ」

｢2020スキー教室｣のご案内


