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ろう者が分かりやすく手話を指導
します。
日時　 3 月 1 日㈰
　　　午後 1時～ 3時30分
　　　（受付：午後 0時30分～）
場所　カルチャーセンター
定員　100人
内容　手話・ろう者の生活の講義など
※事前にお申し込みください
問�　伊達手話の会事務局　高清水さん
(市社会福祉課内 ８2－31９3)

小規模ボイラ取扱業務資格を取得
するための講習です。
日時　 3月 5日㈭・ 6日㈮
　　　午前 ９時～午後 5時
場所　中小企業センター（室蘭市）
定員　20人（先着順）
受講費　14,９60円（テキスト代別途）
申込期限　 2月2８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）

練習日時　毎週月曜日
　　　　　午後 6時～ 7時30分
※学校の長期休み期間中は練習なし
場所　なないろ児童館　
対象　小・中学生
※対象以外の方もご相談ください
⃝発表会
　日時　 3月21日㈯　午前10時30分～
　場所　カルチャーセンター
　入場料　無料

だて☆キッズコーラスの卒団生を
含めた、大人のコーラスグループです。
練習日時　毎週金曜日
　　　　　午後 7時45分～ ９時30分
場所　なないろ児童館　
問　髙橋さん（☎0９0－5９８８－5９13）

花・野菜・果樹の育て方を学びます。
活動日時
　 3月～12月　
　午後 1時～ 4時
　（月 1回、金・土曜日交互）
※ 3月 6日㈮に総会を行います
場所　ＪＡ伊達グリーンセンター
年会費　3,000円
問　本田さん（☎23－5９９1）　

日�時　 3月 4日㈬・11日㈬・1８日㈬・
　　　25日㈬
　　　午後 3時～ 4時45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・タオル・飲み物
※�申し込みは不要です。直接会場に
お越しください
問　白戸さん（☎0９0－5９８0－7006）

日本ボイラ協会日本ボイラ協会
ボイラ取扱技能講習ボイラ取扱技能講習

耳の日記念の集い耳の日記念の集い
「市民手話講習会」「市民手話講習会」

コーラスグループ団員募集コーラスグループ団員募集

製鉄記念室蘭病院からの製鉄記念室蘭病院からの
お知らせお知らせ

園芸を楽しむ会園芸を楽しむ会
会員募集会員募集

だてキッズ体操クラブＪＳＣだてキッズ体操クラブＪＳＣ
見学・体験会のご案内見学・体験会のご案内

日時　 2 月12日㈬
　　　午後 1時～ 3時
場�所　製鉄記念室蘭病院がん診療
　センター
対象　がん患者さんとそのご家族

　どの催しも申し込みは不要です。
　直接会場にお越しください。

日時　 2 月26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　安部智之さん（同院消化器内
科主任医長）

開催日　 3月 ８日㈰
場所　カルチャーセンター
講演 １　「肺がんの内科的治療」
　時間：午後 3時～ 4時
　講師：�田中康正さん（同院呼吸器

内科長）
講演 ２　「肺がん－最新の手術－」
　時間：午後 4時～ 5時
　講師：�長谷龍之介さん（同院呼吸

器外科長）
問　製鉄記念室蘭病院
　　（☎0143－47－4404）

だて☆キッズコーラス

がんサロン

第55回市民公開がんセミナー
「胃がんについて～内科的治療～」

肺がんセンター講演会
「肺がんの最新治療」eコーラス fiato（ふぃあと）

みんなの掲示板掲載ルール

発行月の前々月末が提出期限
開催日・申込期限が月の上旬
（10日くらいまで）のものは前月
号へ掲載依頼してください。
（例　 5月 9日開催→ 4月号掲載
　希望→ 2月28日締切）
掲載の優先順位を定めています。
掲載基準は企画課広報室へお問い
合わせください。掲載は無料です。
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日時　 2月 ９日㈰
　　　午後 7時～
　　　（受付：午後 6時30分～）
対象　25歳～40歳の独身の方
※詳しくはお問い合わせください

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　 2月2９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　 2月21日㈮

日時　 2月17日㈪
　　　午後 1時30分～ 3時
場所　市民活動センター
内容　ラテン音楽・ダンス音楽など
講師　吉田敏夫さん
問　徳成さん（☎0９0－８631－530８）

ケガの手当て（包帯含む）や搬送
方法などを学びます。
日時　 3月 7日㈯・ ８日㈰
　　　午前 ８時25分～午後 4時20分
　　　（ ８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　 2月21日㈮
問　伊達赤十字病院（☎23－2211）

日時　 2月16日㈰
　　　午後 7時～
　　　（受付：午後 6時30分～）
対象　35歳～65歳の独身の方
※詳しくはお問い合わせください
問　デザイナーズファンデーション　
（☎0９0－6445－00８3）

日時　 2 月21日㈮　午前10時～
　　　（受付：午前 ９時30分～）
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　 2月14日㈮
問　食育センター（☎８2－35９1）

日時　 2 月20日㈭
　　　午後 2時～ 3時20分
場所　伊達赤十字病院
内容
⃝糖尿病と薬物療法
⃝�糖尿病とくすりのしくみ～私のお
薬は？～
⃝�糖尿病が進むとどうなるの？～糖
尿病の合併症について～
持ち物　お薬手帳
※�申し込みは不要です。直接会場に
お越しください

日時　 2 月16日㈰
　　　午前 ９時50分～
　　　（受付：午前 ９時30分～）
場所　伊達紋別駅南集会所
対象　小・中学生
申�込方法　電話かＦＡＸ（氏名・よ
みがな・学校名・学年を明記）で
下記へ
申込期限　 2月12日㈬
問　井上さん（☎・ 25－2071）

　ＳＤＧｓの基本と実例を、初めて
の方にも分かりやすくお伝えします。
日時　 2 月22日㈯
　　　午後 1時30分～ 3時30分
　　　（開場：午後 1時）
場所　カルチャーセンター
定員　50人（先着順）
講師　佐竹輝洋さん（札幌市環境局）
※事前にお申し込みください
問　市民活動サークルt

テ ミ ヨ ー

temiyo
　四

し の へ

戸さん（☎0９0－９510－142８）

日時　 2 月 6 日㈭
　　　午後 1時30分～ 3時30分
場所　市民活動センター
講師　木村益巳さん

「出逢いの広場」に「出逢いの広場」に
　　　参加しませんか　　　参加しませんか 伊達赤十字病院からのお知らせ伊達赤十字病院からのお知らせ

第47回小中学生第47回小中学生
将棋大会将棋大会

講演会「ＳＤＧｓってな講演会「ＳＤＧｓってな
んだろう？」んだろう？」

いきいき茶ろんいきいき茶ろん
参加者募集参加者募集

食育センター料理教室食育センター料理教室
「ひなまつり料理」「ひなまつり料理」

無
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森・水・人ネットのお話
（冬の動植物）と木の実で小物作りシングル同士の出逢いの広場

赤十字救急法基礎講習

レコード鑑賞会

赤十字救急法救急員養成講習

糖尿病教室

ミドル・シニア世代の出逢いの広場
「Happy�Sunday」

エスエス ジージー ズズディーディー


