
みんなの 掲 示 板 Culture , Event , Sports , Music , School , Circle , Study , Concert , etc.

―　広　告　―

192020年12月

無
料
無
料

日時（どちらか 1日）
⃝12月20日㈰　
　午前10時３0分～正午
⃝12月2７日㈰　
　午後 2時～ ３時３0分
対象　小学校 1年生・ 2年生

日時（どちらか 1日）
⃝12月20日㈰　
　午後 2時～ 4時
⃝12月26日㈯　
　午前10時３0分～午後 0時３0分
対象　小学校 ３年生・ 4年生

日時（どちらか 1日）
⃝12月26日㈯
　午後 2時～ 4時３0分
⃝12月2７日㈰
　午前10時～午後 0時３0分
対象　小学校 5年生・ 6年生

場所　室蘭工業大学ロボットアリーナ
定員　各日10人（申込多数時抽選）
申�込方法　ロボットアリーナの
ホームページ（https://www.
muro ran - i t . ac . jp/ robot -
arena/）の「イベント情報」から
申し込み（電話・ＦＡＸ・メール
での申込不可）

申込期間　
　12月 1 日㈫～ ８日㈫午後 5時
問　室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　事務室（☎014３−46−5３３７）

日時　 1月1８日㈪～ 2月22日㈪
　　　（毎週月曜日・全 6回）
　　　午後 6時～ ７時３0分
場�所　室蘭工業大学教育・研究 ３号
館Ｎ棟

対象　高校生以上の方
定員　15人（先着順）

受講費　1,000円（教材費など含む）
申�込方法　持参・郵送・FAX・メール・
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
muroran-it.ac.jp/guidance/
　�r_so/extension_lecture.html）
のどれかの方法で申し込み
　（電話申込不可）
申込期間　
　12月 1 日㈫～ ８日㈫午後 5時
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）

　送付する飛行機キットを、同封さ
れている作り方を見ながら各自で作
製します。
対象　小学校 ３年生～ 6年生
個数　10個（先着順）
送付日　12月21日㈪から順次発送
申�込方法　持参・郵送・FAX・メール・
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
muroran-it.ac.jp/guidance/

　�r_so/ss_mit.html）のどれかの
方法で申し込み（電話申込不可）

申込期間　
　12月 1 日㈫～ ８日㈫午後 5時
用意するもの　
　ニッパー、ラジオペンチ
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）

室蘭工業大学公開講座室蘭工業大学公開講座
参加者募集参加者募集

室蘭工業大学室蘭工業大学
サイエンススクールサイエンススクール
参加者募集参加者募集

　本講座では、ひずみゲージとひず
みゲージ式変換器による測定の基本
を解説します。
日時　12月1８日㈮
　　　午後 1時３0分～ 4時
場�所　室蘭工業大学教育・研究10号
館Ｓ棟

対象　企業の技術者
定員　 6 人（先着順）

日�時　12月22日㈫・ 1月 5日㈫・ 1
月19日㈫（全 ３回）

　午後 6時～ ７時３0分
場�所　室蘭工業大学教育・研究 1号
館Ａ棟

対象　高校生以上の方
定員　10人（先着順）

じゃんけんボックスを作ろう！

ロボットカンガルーを作ろう！

ミニロボットアームを作ろう！

異文化理解講座：世界各地域の
言語・文化の特徴と相互理解

ゴルフを科学・物理・力学から考えるゴム動力飛行機を飛ばそう

ひずみ測定基礎講習会

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です。
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。
掲載の優先順位を定めています。
掲載基準は企画課へお問い合わせ
ください。掲載は無料です。
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　毎年飾れる「クリスマスリース」
を作ります。
日時　12月12日㈯　午後 2時～ 4時
場所　カルチャーセンター
定員　10人（先着順）
講師　澤田知子さん
　　　（フラワーショップ青葉）
参加費　1,500円（教材費として）
申込期限　12月10日㈭
持ち物　はさみ、エプロン
問　カルチャーセンター　石垣さん
　　（☎22−1515）

日時　12月1３日㈰　午後 1時～
　　　（受付：午後 0時50分～）
場所　伊達紋別駅南集会所
対局方法　駒落ち 4回戦
参加費　500円（高校生以下３00円）
問　井上さん（☎25−20７1）

開催日
1 期：�1 月10日㈰・16日㈯・1７日㈰・

24日㈰・ 2月 6日㈯
　　　検定日： 2月 ７日㈰
2期：�2 月11日㈷・1３日㈯・21日㈰・

2８日㈰・ ３月 6日㈯
　　　検定日： ３月 ７日㈰
キッズ�：❶ 1月16日㈯❷ 2月 6日㈯
　　　　❸ 2月1３日㈯❹ ３月 6日㈯
　　　　検定日： ３月 ７日㈰
※�「キッズ」は、来年 4月に小学校に
入学す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（12月３0
日㈬～ 1月 4日㈪を除く）

申込期限（当日受付不可）
⃝ 1期：12月29日㈫
⃝ 2期： 2月 1日㈪
⃝キッズ❶❷： 1月10日㈰
⃝キッズ❸❹： 2月 ７日㈰
※�大滝クロスカントリースキーコー
スでクロスカントリー教室も開
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）

　毎月第 2・第 4土曜日に活動して
います。時間内であれば、いつでも
出入り自由ですので、お気軽にお立
ち寄りください。
12月の活動日時　
　12月12日㈯　午後 1時～ 4時
　※12月の活動日は12日のみ
場所　市民活動センター
活動内容
⃝タオル帽子作り
　�　必要とされている方にお渡しし
ています。タオル帽子作りの体験
も大歓迎です。
⃝ひだまりサロン
　�　病気と向き合っている方や家
族・友人・知人などが、病気に対
する不安や悩みなどを分かち合
い、お互いを支え合う交流の場と
して開室しています。
⃝レンタル無償ウイッグの展示
　�　希望する方には無償で貸し出し
ています。
問　ひだまりの杜　菅野さん
　　（☎0８0−８296−３151）

　毎月第 ３日曜日は、温水プール・
トレーニング室を無料開放します。
12月の無料開放日　12月20日㈰
対�象　午前 9時～午後 5時までに入
館し施設を利用する方
問�　市総合体育館温水プール・ト
レーニング室（☎25−８３00）

おしゃれなおしゃれな
「オリジナルクリスマスリース」を「オリジナルクリスマスリース」を
つくりませんかつくりませんか

冬の将棋大会㏌伊達冬の将棋大会㏌伊達

｢2021年スキー教室｣の｢2021年スキー教室｣の
ご案内ご案内

「ひだまりの杜」「ひだまりの杜」
活動のご案内活動のご案内

市総合体育館市総合体育館
温水プール・トレーニング室温水プール・トレーニング室
�「施設無料開放の日」�「施設無料開放の日」


