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室蘭工業大学公開講座室蘭工業大学公開講座

総合体育館総合体育館
「健康づくりスポーツ教室」「健康づくりスポーツ教室」

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」

　これから運動を始めたい方や新た
なスポーツにチャレンジしたい方、
運動不足を感じている方を対象に
「軽スポーツ教室」を開催します。
⃝卓球（初心者）
　日時　 9月 5日～12月19日
　　　　（全13回・毎週月曜日）
　　　　午前 9時30分～正午
⃝卓球（初心者）
　日時　 9月 8日～12月15日
　　　　（全13回・毎週木曜日）
　　　　午前 9時30分～正午
⃝卓球（初級）
　日時　 9月14日～12月14日
　　　　（全13回・毎週水曜日）
　　　　午前 9時30分～正午

　小規模ボイラの取扱業務資格を取
得する講習です。
日時　 9月 1日㈭・ 2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　 8月19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）

　室蘭工大が所有する、最先端の分
析装置とＡＩ技術を駆使し、イタン
キ浜の鳴り砂を徹底的に科学します。
日時　 9月10日㈯
　　　午後 1時～ 5時
場�所　室蘭工業大学教育・研究 8号
館Ｒ棟Ｒ205室
対象　高校生以上の方
定員　10人（先着順）
申込期間　
　 8月 1日㈪～18日㈭午後 5時

　そもそも「発達」とは何かを考え
たうえで、当事者側の「発達」と、そ
れを受け入れる社会の側の「発達」
という、2つの発達について、主に教
育分野の話題を取り上げて論じます。
日時　 8月24日㈬・ 8月31日㈬・
　　　 9月 7日㈬・ 9月14日㈬
　　　午後 6時30分～ 8時
場�所　室蘭工業大学教育・研究 7号
館Ｙ103セミナー室
対象　高校生以上の方
定員　20人（先着順）
申込期間　
　 8月 1日㈪～10日㈬午後 5時

受講費　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。
問�　室蘭工業大学総務広報課社会連
携係（☎0143−46−5016）

場所　総合体育館
対象　20歳以上の方
定員　各18人（申込多数時抽選）
受講費　7,800円
　　　　（全13回分・入館料別途）
申込期限　 8月21日㈰
持ち物　上靴・タオル・飲み物など
そ�の他　祝日や大会時などは中止し
ます。
問　伊達市スポーツ協会
　　（☎23−8600）

日時　 9月 3日㈯　
　　　午後 1時～ 5時
場�所　室蘭工業大学教育・研究 8号
館Ｒ棟Ｒ105室
対象　高校生以上の方
定員　10人（先着順）
申込期間　
　 8 月 1 日㈪～18日㈭午後 5時

室蘭イタンキ浜の鳴り砂を科学する！

発達障害の「発達」を考える

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。

情報推薦システム入門―簡単な「お
すすめシステム」を作ってみよう

　情報推薦システムとプログラミン
グに関する初歩的な内容を扱い、プ
ログラミング言語 Python（パイソ
ン）を用いて簡単な情報推薦システ
ムを実装します。
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料理教室「伊達産野菜を使った簡単
料理 ３品」

食育講座「バランスの良い食事とは…」

原爆パネル展原爆パネル展
―核兵器で平和はつくれない――核兵器で平和はつくれない―

井樫和夫「詩画展」井樫和夫「詩画展」

　唯一の戦争被爆国である私たちの
国日本。 8 ／ 6 ヒロシマ ・ 8 ／ 9 ナ
ガサキを忘れないために、また、世
界中から核兵器がなくなることを願
い、原爆パネル写真を展示します。
日時　 8月 2日㈫～ 9日㈫
　　　午前10時～午後 3時
場所　大町ミニギャラリー
問　鈴木さん（☎23−7255）

　詩と絵の作品を50点ほど展示しま
す。ぜひご覧ください。
開催期間　 8月20日㈯～24日㈬
場所　カルチャーセンター
問　井樫さん
　　（喫茶パル内☎25−5144）

伊達手打ちそばの会伊達手打ちそばの会
「手打ちそば体験」参加者募集「手打ちそば体験」参加者募集

食育センター食育センター
「食育講座・料理教室」「食育講座・料理教室」

総合体育館総合体育館
「食とストレッチと健康のお話」「食とストレッチと健康のお話」

第３回第３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

飲酒問題に悩んでいる方へ飲酒問題に悩んでいる方へ
「凪の会」に参加しませんか「凪の会」に参加しませんか日時　 8月20日㈯・ 9月17日㈯・

　　　10月15日㈯・11月19日㈯
　　　午前 9時～正午
場所　社会労働会館
　　　（舟岡町302− 1 ）
対�象　市内か近隣市町村にお住まい
の方（若干名）
講師　伊達手打ちそばの会会員
参加費　1,500円
申込期限　各実施日の前日
持�ち物　上靴（運動靴）・エプロン ・
三角巾・タオル 3枚・持ち帰り用
そばの入れ物
問　高橋さん（☎090−4871−3449）

　日常生活の中で手軽に取り組める
エクササイズをしたり、体に元気を
与える食事を食べたりしながら、栄
養士の健康講話を聞く講習会です。
日時　 9月 3日㈯
　　　午前10時30分～午後 1時
場所　総合体育館
対象　18歳以上の方
定員　20人（先着順）
内容
⃝からだバーdeストレッチ
⃝健康のお話
⃝�ランチ（ホテルローヤル特製ブッ
ダボウル）
受講費　1,000円
　　　　（昼食代・保険料など含む）
申込期限　 8月21日㈰
持ち物　上靴・タオルなど
問　伊達市スポーツ協会
　　（☎23−8600）

　キッチンカーの出店も大歓迎です。
日時　 8月28日㈰※雨天中止
　　　午前10時～午後 3時
場所　旧経済センター跡地（網代町）
出店料　100円
申込期限　 8月25日㈭
問　渡辺さん（☎090−3392−3635）

　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、辛さや不安から回復
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）

日時　 8月23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）
参加費　1,100円
申込期限　 8月16日㈫
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具

日時　 8月26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　 8月16日㈫
※テーマに沿った食事を提供します
問　食育センター（☎82−3591）




