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みんなの掲示板掲載ルール

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」
　小規模ボイラの取扱業務資格を取
得する講習です。
日時　 6月23日㈭・24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　15,400円
　　　　（テキスト代別途）
申込期限　 6月15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）

無
料
無
料

無
料
無
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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
体験教室体験教室

室蘭工業大学公開講座室蘭工業大学公開講座
「未来を変える夢の新材料と「未来を変える夢の新材料と
不思議な超高圧の世界」不思議な超高圧の世界」

センサーカーでライントレースを
やってみよう！

　さかな型のロボットをドライバー
やニッパーを使って組み立て、実際
に水に浮かべて動かします。
日時　 6月25日㈯
　　　午前10時30分～正午
対象　小学校 2年生・ 3年生
定員　 8人（申込多数時抽選）

　不思議な性質を持った夢の新材料
の実験をしながら、高圧力の世界と
物質の不思議について学びます。
日時　 7月16日㈯
　　　午前 9時30分～午後 5時
場�所　室蘭工業大学教育・研究 1号
館Ａ棟
対象　小学校 5年生・ 6年生
定員　20人（先着順）
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　
　 6月20日㈪～29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）

　簡単なプログラミングでライント
レースをするセンサーカーを作ります。
日時　 6月25日㈯
　　　午後 2時～ 4時
対象　小学校 4年生～ 6年生
定員　 8人（申込多数時抽選）

場所　
　室蘭工業大学ロボットアリーナ
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
お申し込みください（電話申込不
可）。
申込期間
　 6月 1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）

おさかなロボットを作ろう！

<原稿の提出期限>
◦発行月の前々月末
　�（例　 8月号掲載希望→ 6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　
9月10日開催→ 8月号掲載希望
→ 6月３0日提出期限）。

<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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伊達テニス協会伊達テニス協会
「テニス講習会」参加者募集「テニス講習会」参加者募集
日時
　❶ 6月 4日㈯　❷ 6月11日㈯
　❸ 6月18日㈯　❹ 6月25日㈯
　❺ 7月 2日㈯　❻ 7月 9日㈯
　午後 1時30分～ 3時30分
　（集合時間は午後 1時20分）
場所
❶・❹・❺・❻：北電テニスコート
❷・❸：さくら児童公園テニスコート
対象
⃝一般：初心者～中級者
⃝ジュニア：小学校高学年～中学生
定員　30人程度
受講費
⃝�一般： 1回500円（初回はテニス
協会会員登録料1,000円）
⃝�ジュニア： 1回200円（初回はテ
ニス協会会員登録料500円）
申込方法　直接会場で申し込み
問　小山田さん（☎25−3586）

いきいき茶ろんいきいき茶ろん
参加者募集参加者募集

働きたい方のための働きたい方のための
「出張相談会」「出張相談会」

フルハウス卓球少年団フルハウス卓球少年団
新入団員募集新入団員募集

総合体育館温水プール・総合体育館温水プール・
トレーニング室トレーニング室
「キッズ運動教室」参加者募集「キッズ運動教室」参加者募集

水車・アヤメ川自然公園の水車・アヤメ川自然公園の
整備作業に参加しませんか整備作業に参加しませんか

日時　 6月 6日㈪
　　　午後 1時30分～ 2時30分
場所　市民活動センター

　好きな香料でせっけん作りをしま
す。事前にお申し込みください。
日時　 6月28日㈫
　　　午後 1時30分～ 3時
場所　市民活動センター
問　徳成さん（☎090−8631−5308）

　就労自立支援施設「とまこまい若
者サポートステーション」では、「働
きたい」を応援する無料出張相談会
を開催します。
日時　 7月14日㈭　
　　　午後 1時30分～ 3時30分
　　　（先着順・予約可）
場所　ハローワーク伊達
対�象　おおむね15歳から49歳の方と
そのご家族
内容　就労相談や就労体験など
問�　とまこまい若者サポートステー
ション（☎0144−84−8670）

　初めてラケットを触るお子さんで
も大歓迎です。一人ひとりに合わせ
た活動で、楽しく続けることができ
ます。随時、体験・見学ができます
ので、ご連絡ください。
練習日時
⃝毎週月曜日・木曜日
　午後 7時～ 8時30分
⃝毎週土曜日
　午後 1時～ 5時
場�所　関内小学校・伊達中学校・総
合体育館
対象　小学生
問　大西さん（☎25−5668）

　遊びながら運動の楽しさを知って
もらう教室です。
日時　毎週土曜日
　　　午後 1時～ 1時45分
場所　総合体育館
対象　 4歳～ 6歳のお子さん
定員　10人
参加費　毎月3,000円
　　　　（保険料530円別途）
※詳しくはお問い合わせください
問�　総合体育館温水プール・トレー
ニング室（☎25−8300）

　市のアダプトプログラムの一環と
して実施する、水車の森のウッド
チップ敷き活動です。
　申し込みは必要ありません。作業
に適した服装で、集合場所にお越し
ください。
日時　 6月26日㈰
　　　午前 9時30分～11時30分ごろ
　　　※雨天時は延期
集合場所　
　水車・アヤメ川自然公園の水車前
対�象　どなたでも参加できますが、
　お子さんは保護者同伴です。
持�ち物　飲み物、お持ちの方はス
コップ・レーキなど
問�　水車・アヤメ川自然公園を育て
る市民の会　横山さん（☎23−
5981）

レコード鑑賞「ビートルズ」

アロマテラピー


