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伊達東トライバレーボール伊達東トライバレーボール
少年団　団員募集少年団　団員募集

室蘭ＬＤを考える会室蘭ＬＤを考える会
教育講演会教育講演会
「発達障がい支援の原点」「発達障がい支援の原点」

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」

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

　団員みんなが未経験からスタート
した「東トライ」は、技術の向上・
体力づくりを目的に日々楽しく活動
しています。まずはバレーボールに
触れてみませんか。見学などは随時
行っていますので、事前にご連絡く
ださい。
活動日時　毎週月・水・金曜日
　　　　　午後 ４時30分～ ７時
場所　東小学校体育館
対象　小学生
問　伊藤さん（☎0９0−3113−88４8）

　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　 8月 ４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）

無
料
無
料

　縁日形式で、希土類材料研究セン
ター所属の教員が科学・工学のおも
しろさを伝えます。申し込みは必要
ありませんので、ぜひお越しください。
日時　 ７月30日㈯
　　　午前10時～午後 3時
場�所　えみらんＤＥＮＺＡＩ環境科
学館
対象　小学生～中学生
※�参加費は無料ですが、ＤＥＮＺＡＩ
環境科学館への入場料が必要です
問�　室蘭工業大学総務広報課社会連
携係（☎01４3−４6−5016）

室蘭工業大学公開講座室蘭工業大学公開講座
帰ってきたサイエンス帰ってきたサイエンス
フェスタフェスタ

　ジェット噴射を利用した扇風機を
作りながら、気流とモーターの仕組
みを学びます。
日時　
　 8月 ７日㈰　午前10時30分～正午
　 8月11日㈷　午後 2時～ 3時30分
対象　小学校 1年生・ 2年生

日時　
　 8月 8日㈪　午後 2時～ ４時
　 8月11日㈷　
　　午前10時30分～午後 0時30分
対象　小学校 3年生・ ４年生

　３Ｄプリンターで、太陽・月・地
球の動きを表す立体模型を作りなが
ら、動く仕組みとキャドソフトの使
い方を学びます。
日時　
　 8月 ７日㈰　午後 2時～ ４時
　 8月 8日㈪　
　　午前10時30分～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 8人（申込多数時抽選）
申�込方法　ロボットアリーナのホー
ムページの「イベント情報」から
申し込み（電話申込不可）
申込期間　 ７月 ４日㈪～1４日㈭
問　室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　（☎01４3−４6−533７）

日時　 8月 6日㈯　午後 1時30分～
　　　※Ｚｏｏｍで配信
定員　30人程度
講�師　片山智博さん（北海道発達障
害者支援センターあおいそらセン
ター長）
受講費　500円
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）

はねのないせんぷうきを作ろう！

くびふりぶたさんロボットを作ろう！

３Ｄプリンターで三球儀を作ろう！

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。
掲載基準は総務課へお問い合わ
せください。掲載は無料です。
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食育講座「夏バテ、水分補給について」

料理教室「夏に食べたい郷土料理」

こころの通う対話のできるこころの通う対話のできる
ゲートキーパー養成講習ゲートキーパー養成講習
　ゲートキーパーとは、自殺の危険
を示すサインに気付き、適切な対応
を図ることができる人のことです。
　自殺予防策を学びスキルを磨ける
機会として、ぜひ受講してください。
日時　 ７月2４日㈰
　　　午前11時～午後 ４時30分
場所　市民活動センター
定員　30人（申込少数時中止）
受�講費　1,000円（申し込みから 1
週間以内に振り込み）

申�込方法　メールで、件名を「ＧＫ
伊達申込」として、本文に氏名（フ
ルネーム）・読み仮名・性別・年齢・
職業・職種・住所・携帯電話番号
を書いてお申し込みください。
申込期限　 ７月15日㈮
申込先　 ：jigyou.spbymd@gmail.com
※詳しくはお問い合わせください
問　竹内さん（☎0９0−16４5−1068）

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

食育センター参加者募集食育センター参加者募集 第２回第２回ww
わくわく

akuaku・・ww
わくわく

akuaku
マーケットに出店してみませんかマーケットに出店してみませんか

だて歴史文化ミュージアムだて歴史文化ミュージアム
藍のたたき染めワークショップ藍のたたき染めワークショップ

日時　 ７月26日㈫・28日㈭・
　 　 　 8 月 2 日㈫・ 8月 ４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　1,800円
　　　（プール入館料・保険料含む）
申込方法　
　伊達水泳協会のホーム
ページからお申し込みく
ださい。
申込期限　 ７月21日㈭
問　藤原さん（☎25−４105）

日時　 ７月31日㈰
　　　午前10時～午後 3時
　　　※雨天中止
場所　旧経済センター跡地（網代町）
出店料　100円
申込期限　 ７月1７日㈰
問　渡辺さん（☎0９0−33９2−3635）

　夏休みの自由研究に、思い出に。
　藍のたたき染めで自分だけのハン
カチを作ろう！
日時　 8月11日㈷
　午前の部　午前10時～正午
　午後の部　午後 2時～ ４時
場所　だて歴史文化ミュージアム
対象　市内在住の 5歳～小学生
　　　※�小学校 2年生までのお子さ

んは保護者同伴
定員　各部10組
　　　（先着順・ 1組 2人まで）
参加費　 1人500円
申込方法
　申込専用フォームから
お申し込みください。
申込期間　
　 ７月 1日㈮～2４日㈰
持�ち物　藍をたたく物（金づち、木
づち、栄養ドリンクなど持ちやす
い大きさの空き瓶　など）
問　だて歴史文化ミュージアム
　　（☎25−1056）

日時　 ７月2７日㈬
　　　午前11時４5分から30分程度
場所　食育センター
定員　30人（先着順）
参加費　７00円
申込期限　 ７月22日㈮
※テーマに沿った食事を提供します

日時　 ７月2９日㈮
　　　午前10時30分～午後 0時30分
場所　食育センター
定員　2４人（先着順）
内容　だし丼（山形県）ほか 3品
参加費　1,100円
申込期限　 ７月22日㈮
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具
問　食育センター
　　（☎080−60７９−７９20）


