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おうちで作ろう！モップロボット

酒害に悩んでいる方へ酒害に悩んでいる方へ
「凪の会」に参加しませんか「凪の会」に参加しませんか
　自分や家族の飲酒問題で悩んでい
ませんか。飲酒が原因で体調を崩し
ているのに、飲酒を止めることがで
きず悩んでいませんか。家族の飲酒
問題をどこにも相談できずに不安を
抱えていませんか。
　凪の会には回復を目指す仲間がい
ます。仲間とのつながりを信じ、回
復へと歩みましょう。
開催日　月 1回（第 ３日曜日）
場所　みらい館
参加費　 1回３00円
※事前にご連絡ください
問　石黒さん（☎090－8２7３－２880）

無
料
無
料

対象　小学校 4年生～ ６年生
定員　 8人（申込多数時抽選）

送�付日　 5月３0日㈪からキットを順
次発送
動画配信開始日時
　 5月３1日㈫　午後 ３時
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（電話申込不可）
申込期間
　 5 月 ２ 日㈪正午～10日㈫午後 4時
問　室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　（☎014３－4６－5３３7）

対象　小学校 ２年生・ ３年生
定員　 8人（申込多数時抽選）

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
オンライン体験教室オンライン体験教室

おうちで作ろう！
アームクローラーロボット

室蘭工業大学公開講座室蘭工業大学公開講座

　「サイコドラマ」は、集団精神療
法の基礎になるものですが、治療技
法の枠に囚われることなく、参加者
と共に作り上げる体験型グループ
ワークです。
日時　 ６月 ２日㈭・1６日㈭・３0日㈭
　　　午後 7時～ 8時３0分
場�所　室蘭工業大学教育・研究 7号
館Ｙ棟
対象　高校生以上の方
定員　10人（先着順）

　同じ英語でも、発音や言葉の使い
方など国や地域によって全く別の言
語のように感じることがあります。
本講座では、各国の英語の違いを紹
介します。
日�時　 ６月 ２日㈭～２３日㈭（全 4回・
毎週木曜日）
　　　午後 ６時３0分～ 7時３0分
場�所　室蘭工業大学教育・研究 ２号
館Ｎ棟
対象　高校生以上の方
定員　２0人（先着順）

　オンラインセミナーを受けるため
のアプリやパソコンの設定・操作方
法に関して実例を通じて学びます。
日時　 ６月11日㈯
　　　午後 1時３0分～ 4時３0分
場�所　室蘭工業大学教育・研究 1号
館Ｃ棟
対象　高校生以上の方
定員　15人（先着順）

受�講費　各講座1,000円（教材費など
含む）
申�込方法　室蘭工業大学ホームペー
ジの申込フォームからお申し込み
ください。持参・郵送・ＦＡＸ・
メールのどれかの方法で受講申込
書を提出することもできます（電
話申込不可）。詳しくはお問い合
わせください。
申込期間　
　 5月 9日㈪～18日㈬午後 5時
問�　室蘭工業大学総務広報課地域連
携係（☎014３－4６－501６）

サイコドラマ体験講座

世界中の英語

初めてのオンラインセミナー

みんなの掲示板 掲載ルール
<原稿の提出期限>
◦発行月の前々月末
◦�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　 8月 7日開催→ 7月号掲載希望→ 5月31日締切）。
<掲載できないもの>
営利目的のものなど。掲載基準は総務課へお問い合わせください。
※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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無
料
無
料

伊達市民伊達市民
パークゴルフ教室パークゴルフ教室
　パークゴルフを楽しみたい方や
ルールを学びたい方など、ぜひご参
加ください。
日時　 5月２２日㈰
　　　受付：午前 8時45分～
場所　関内パークゴルフ場
対象　市内在住の方
申�込方法　次のどちらかの方法でお
申し込みください。　
❶�伊達市スポーツ協会に電話かＦ
ＡＸで申し込み（☎２３－8６00、
２３－8６01）
❷�関内パークゴルフ場管理ハウスで
申込用紙に記入
申込期限　 5月18日㈬
※�用具をお持ちでない方は、申込時
にお申し出ください
問　寺島さん（☎２３－３01６）

第７回傘讃パークゴルフ大会第７回傘讃パークゴルフ大会
伊達スイミングスポーツ少年団伊達スイミングスポーツ少年団
新入団員募集新入団員募集

伊達少林寺拳法少年団伊達少林寺拳法少年団
団員募集団員募集

日本ボイラ協会日本ボイラ協会
「ボイラ実技講習」「ボイラ実技講習」

伊達子ども劇場会員募集伊達子ども劇場会員募集

日時　 ６月 7日㈫（雨天決行）
　　　午前 9時～午後 1時
　　　（受付：午前 8時３0分～）
場所　関内パークゴルフ場
対�象　市内にお住まいで昭和17年以
前生まれの方
定員　６0人（先着順）
参加費　1,000円（保険料など含む）
申�込方法　総合体育館窓口か電話で
申し込み
申込期限　 5月15日㈰
問　伊達市スポーツ協会
　　（☎２３－8６00）

　水泳を通して心と体を育てましょう。
練習日時　毎週水・金・土曜日
　　　　　午後 5時３0分～ 7時３0分
　　　　　※曜日の選択ができます
場所　総合体育館温水プール
対象　小・中学生
申�込方法　住所・氏名・生年月日・
保護者氏名・電話番号を書いて、
　メールで申し込み
申込期限　 5月３1日㈫
問　藤原さん
　（ ：t２３fuji@poppy.ocn.ne.jp）

　少林寺は自分を守るための武道で
す。大人の習い事としても、子ども
の習い事としても、親子一緒でも習
えます。まずは体験してみませんか。
ご連絡をお待ちしています。
活動日時　毎週火・木曜日
　　　　　午後 7時～
主な活動場所　伊達西小学校体育館
対�象　年少から大人まで幅広く募集
しています。
※�会費など詳しくは体験時に説明し
ます
問　宇田さん（☎090－２055－1094）

　 ２級ボイラ技士免許取得の交付要
件になる講習です。
日時　 5月２5日㈬～２7日㈮
　　　午前 9時～午後 5時
場所　室蘭市中小企業センター
　　　（室蘭市東町 4丁目２9－ 1 ）
定員　２0人（先着順）
受講費　２２,000円
　　　　（テキスト代別途）
申込期限　 5月18日㈬
※�詳しくは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）

　伊達子ども劇場は、子ども向けの
舞台鑑賞と親子や異なった年齢の子
ども同士が関わる活動を通して、地
域での豊かな子育てを目指す会員制
の団体です。
入会金　 1人２00円
会費　月1,000円（ ３歳以下無料）
次回鑑賞例会
　日時　 5月1６日㈪
　　　　午後 ６時３0分～
場所　カルチャーセンター
内容　たかはしべんコンサート
　　　�「はえをのんだおばあさんの

物語」
問　伊達子ども劇場（☎２３－415２、
　�月・火・木・金曜日の午前10時～
午後 ３時）


