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室蘭ＬＤを考える会室蘭ＬＤを考える会
教育講演会「WISC等の心理検査教育講演会「WISC等の心理検査
の結果の見方や指導への繋げ方」の結果の見方や指導への繋げ方」

無
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おおたきインフォメーション
夏の避暑地と大滝の歴史雑学

１年を通して水量が多い三階滝

日時　 7月31日㈯
　　　午後 2時～ 4時（予定）
　　　※Ｚｏｏｍで配信
定員　30人程度
講�師　河内哲也さん（北海道社会福
祉事業団もなみ学園・元太陽の園　
臨床心理士）
申�込方法　参加者名・勤務先・所属・
住所・電話番号・（職種・保護者）
とご質問などを書いて、メールで
お申し込みください。
問　熊谷さん（☎0143－23－1923、
：ld.in.muro@gmail.com）

　ＷＥＢ配信で、ロボットの機構や
仕組みについて学びます。
対象・内容
⃝小学校 1年生・ 2年生
「おうちで作ろう！ネズミロボット」
⃝小学校 3年生・ 4年生
　�「おうちで作ろう！おさかなロ
ボット」
⃝小学校 5年生・ 6年生
　�「おうちで作ろう！コントロール
カー」
定員　各20人（申込多数時抽選）
送�付日　 7月26日㈪からキットを順
次発送、ＷＥＢ配信開始
申�込方法　ロボットアリーナのホー
ムページの「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
　 7月 1日㈭～10日㈯午後 4時
問�　室蘭工業大学ロボットアリーナ
事務室（☎0143－46－5337）

室蘭工業大学室蘭工業大学
ロボットアリーナロボットアリーナ
夏休みイベント夏休みイベント

市養護老人ホーム潮香園では、体
を拭くときなどに使う「ウエス」が
不足しています。
ご家庭でご使用にならない柔らか
いタオルなどをお譲りいただけると
きは、潮香園にお届けください。大
変ご面倒をお掛けしますが、よろし
くお願いします。
問　潮香園（☎38－2088）

潮香園に、柔らかいタオル潮香園に、柔らかいタオル
などをお譲りくださいなどをお譲りください

　標高が高く平均気温が低い大滝地区にも、
短い夏のシーズンがやってきました。 大滝には避暑
地が沢山ありますが、 今回ご紹介するのは 「三
階滝」。 迫力ある三段の滝を目の前で見ることが
でき、マイナスイオンで心も体もリフレッシュしますよ。
　そしてこの三階滝は 「大滝」 の由来にもなった
滝で、 昭和25年に徳舜暼村 ( とくしゅんべつむ
ら） から村名を改称する際、5 つの村名候補 「栄
徳 ・ 豊丘 ・ 美山 ・ 富丘 ・ 大滝」 から選ばれた
そうです。 　　　　　　　　　　　　　　文 ： 天野

みんなの掲示板掲載ルール
＜原稿の提出締切＞
⃝��発行月の前々月末日�（�例　 9月号掲載希望→ 7月30日提出期限）
⃝�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　10月10日開催→ 9月号掲載希望→ 7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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伊達水泳協会伊達水泳協会
夏休みチビッコ水泳教室夏休みチビッコ水泳教室
日�時 7 月27日㈫・29日㈭・ 8月 3
日㈫・ 5日㈭　午後 6時～ 7時
場所　総合体育館温水プール
対象　泳ぎが苦手な小学生
定員 20人（先着順）
参加費 2,000円
� （プール入館料・保険料含む）
申�込方法　はがき・ＦＡＸ・メール
のどれかの方法で、住所・氏名・
学年・保護者名・電話番号を書い
て申し込み
申込期限　 7月22日㈷
問�　藤原達雄さん（梅本町23－80、
　☎25－4105、 25－5936、
：t23fuji@poppy.ocn.ne.jp）

無
料
無
料

　水慣れに絞ったクラスから個人メ
ドレークラスまで、段階に合わせた
5つのクラスがあります。
日時 ⃝ 7月29日㈭～31日㈯
　　　⃝ 8月 1日㈰～ 3日㈫
　　　午前 9時30分～10時30分
対象 4 歳 6 ヵ月以上～中学生
定員 各75人（先着順）
参加費 3,530円（保険料含む）

日時 ⃝ 7月29日㈭～31日㈯
　　　⃝ 8月 1日㈰～ 3日㈫
　　　午前11時～11時40分
対象　 2歳 6ヵ月～年長
定員 各25人（先着順）
コース
⃝ペンギン（初めて・水慣れ）
⃝イルカ（水が平気なお子さん）
参加費 3,530円（保険料含む）

日時 7 月29日㈭～31日㈯
　　　午後 1時～ 1時40分
対象 4 歳～ 6歳
定員 15人（先着順）
参加費（保険料含む）
⃝運動教室のみ：2,530円
⃝水泳教室と同時受講：3,530円

　ご自宅に未使用のタオルがありま
したら、ひだまりの杜に寄付をお願い
します。いただいたタオルで帽子を
作り、必要としている方に贈ります。
問　ひだまりの杜　菅野さん
　　（☎080－8296－3151）

場所　総合体育館温水プール
申込方法　電話で申し込み
申込期限　 7月28日㈬
問�　総合体育館温水プール・トレー
ニング室（☎25－8300）

ジュニア水泳教室

幼児水泳教室

幼児運動教室

タオル寄付のお願い

日時 7 月18日㈰
　第 1部　午前10時～11時30分
　第 2部　午後 2時～ 3時30分
　※どちらも同じ内容
場所
　だて地域生活支援センターUmi
定員　各部10人（先着順）
内容　「糖尿病のはじまり」
⃝コラム講座❶：�栄養士直伝！食事

のコツ
⃝コラム講座❷：�カムカム的糖尿病

予防
申込期限 7 月14日㈬
そ�の他　キッズスペースの利用や個
別相談をご希望の方は、お申し込
み時にお知らせください。
問　大内さん（☎080－1876－1387）

ひだまりの杜は、病気治療で頭髪
が抜けてしまう方へ、手作りの「タ
オル帽子」を贈る活動をしています。
活動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。
7 月の活動日時
7 月10日㈯　午後 1時～ 4時
※�毎月第 2・第 4土曜日に活動し
ていますが、 7月24日㈯は休み
です

場�所　舟岡町358－ 5 （舟岡公園向
かい）
※�場所が分からない場合はご連絡
ください

活動内容
⃝タオル帽子作り
�　私たちと一緒にタオル帽子を作
りませんか。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、
お互いを支えあう交流の場として
開室しています。
⃝レンタル無償ウイッグの展示

第２回街の保健室「知って納得！第２回街の保健室「知って納得！
糖尿病のアレコレ～糖尿病予防から、糖尿病のアレコレ～糖尿病予防から、
上手な付き合い方～」上手な付き合い方～」

総合体育館温水プール総合体育館温水プール
夏期短期水泳・運動教室夏期短期水泳・運動教室

「ひだまりの杜」「ひだまりの杜」
活動のご案内活動のご案内


