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みんなの 掲 示 板 Culture , Event , Sports , Music , School , Circle , Study , Concert , etc.
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食育センター食育センター
「食育講座・料理教室」のご案内「食育講座・料理教室」のご案内

室蘭工業大学公開講座室蘭工業大学公開講座
「魅力溢れる北海道方言の世界」「魅力溢れる北海道方言の世界」

日時　 9月27日㈫
　　　午前10時30分～午後 0時30分
　　　（受付：午前10時～）
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　 9月20日㈫
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具

日時　 9月28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　 9月20日㈫
持ち物　筆記用具
※テーマに沿った食事を提供します
問　食育センター（☎82−3591）

　キッチンカーの出店も大歓迎です。
日時　 9月25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　 9月22日㈭
問　渡辺さん（☎090−3392−3635）

料理教室「伊達産野菜を使って沖縄
料理を作ろう！」

食育講座「クイズで伊達産野菜を知
ろう！」

サウンドテーブルテニスサウンドテーブルテニス
（卓球）を楽しみませんか（卓球）を楽しみませんか

外国人とともに暮らす外国人とともに暮らす
社会について考える講座社会について考える講座

千堂あきほトークライブ千堂あきほトークライブ
「のびのびゆったり「のびのびゆったり
過ごせる学校めざして」過ごせる学校めざして」

　視覚に障がいがある方とボラン
ティアが、卓球を通して交流を楽し
んでいます。
活動日時　毎月第 2・第 ４日曜日
　　　　　午前 9時30分～正午
場所　総合体育館
対象　小学生以上の方
講�師　小林與志美さん（室蘭市身体
障がい者スポーツ指導員）
持ち物　タオル・上靴
問　さわやかともの会　鈴木さん
　　（☎25−４633）

　多文化共生の地域づくりを目指し、
外国人との交流や日本語学習支援活
動を一緒に実践しませんか。
日時　10月 8 日㈯・10月22日㈯・
　　　11月 5 日㈯・11月19日㈯・
　　　12月 3 日㈯（全 5回）
　　　午後 1時～ ４時
場所　市民活動センター
対�象　胆振管内在住で、全 5回の講
座に参加できる方
定員　30人（申込多数時抽選）
申�込方法　下記のどれかの方法でお
申し込みください。
⃝メールかＦＡＸ
　件名に「講座申込・伊達」、本文
に「住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・メールアドレス」を明記
⃝申込フォーム
　（https://forms.gle/
QepqNHKCUU1gAGUA9）
申込期限　 9月28日㈬
問�　北斗文化学園北海道福祉教育専
門学校　若山さん（☎01４3−22−
7711、 01４3−22−7723、
　 info1@hokuto-bunka.ac.jp）

日時　10月 1 日㈯
　　　午後 2時～ ４時
　　　（開場：午後 1時30分）
場所　生涯学習センターきらん
　　　（室蘭市）
定員　100人（先着順）
申�込方法　申込フォームか電話でお
申し込みください。
⃝申込フォーム
　（https://form.run/@
m-kunita--1656915088）
⃝電話　佐茂さん（☎090−8895−3903）
申込期間　 9月 1日㈭～28日㈬
問　國田さん（☎090−6217−9４23）

　北海道の各地に残る風土と密接に
結びついた方言の魅力を探ります。
日時　10月20日㈭・27日㈭
　　　午後 6時～ 7時30分
場�所　室蘭工業大学教育・研究 2号
館Ｑ棟502会議室
対象　高校生以上の方
定員　 7人（先着順）
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。
申込期間　
　 9月12日㈪～21日㈬午後 5時
問�　室蘭工業大学総務広報課社会連
携係（☎01４3−４6−5016）

第４回第４回ww
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フリーマーケット出店者募集フリーマーケット出店者募集
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みんなの 掲 示 板 Culture , Event , Sports , Music , School , Circle , Study , Concert , etc.
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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。

いきいき百歳体操いきいき百歳体操
参加者募集参加者募集

スポーツの秋スポーツの秋
敬老の日イベント敬老の日イベント

大地図の上を歩いて体験大地図の上を歩いて体験
「伊能大図フロア展」「伊能大図フロア展」

　座りながらできる軽運動「いきい
き百歳体操」と「かみかみ体操」を
行います。
日時　 9月 9日㈮・30日㈮
　　　午前10時30分～11時30分
場所　伊達福音教会
　　　（梅本町50−128）
対象　ご高齢の方
参加費　 1回50円
※事前に電話でお申し込みください
問　三浦さん（☎090−670４−9698）

　親子が一緒に外遊びをするイベン
トです。噴火湾や有珠山、昭和新山
などを一望できる6000坪の敷地全体
をテーマパークとして、北海道で活
躍するアーティストの作品の展示販
売や木工体験、体験ワークショップ
など盛りだくさんの内容で開催します。
日時　 9月19日㈷
　　　午前10時～午後 ４時
場�所　ホッカイディアンホームス
テッド（志門気町19− 1 ）
※�詳しくは工房夕花野ホームページ
をご覧ください
問　キッズフェスタ実行委員会
　　石垣さん（☎090−6876−557４）

　肩こり・腰痛・膝痛に適した運動
や脳トレを行います。動きやすい服
装でお越しください。
日時　 9月19日㈷
　　　午前10時～11時30分
場所　総合体育館
対象　60歳以上の方
定員　20人（先着順）
申�込方法　温水プール窓口か電話で
お申し込みください。
申込開始日　 9月 1日㈭
持ち物　上靴・タオル・飲み物
問�　伊達市総合体育館温水プール・
トレーニング室（☎25−8300）

　申し込みは必要ありません。土足
のまま歩け、車いす・杖をお使いの
方も入場できます。ぜひご来場くだ
さい。
日時　
　 9 月22日㈭　午前10時～午後 5時
　 9 月23日㈷　午前10時～午後 ４時
場所　カルチャーセンター
内容　
⃝伊能大図北海道部分
　（1４ ｍ×18 ｍをフロア展示）
⃝蝦夷古地図パネル
⃝最新測量機器展示
⃝ビデオ上映「人間忠敬」
⃝歩測体験
問�　北海道農業土木測量設計協会事
務局　斎藤さん（☎011−205−5310）

キッズフェスタ2022キッズフェスタ2022
～ジオパークで遊ぼう！～～ジオパークで遊ぼう！～

初心者も安全！初心者も安全！
タグラグビー教室タグラグビー教室

第24回第24回
伊達市長杯パークゴルフ大会伊達市長杯パークゴルフ大会

　タグラグビーとは、だ円形のボー
ルを持って、腰に付けた 2本のタグ
をお互いに取ったり取られたりしな
がら相手のゴールを目指す、おに
ごっこのようなスポーツです。
日時　 9月25日㈰
　　　午前11時～午後 1時
場所　総合体育館
対象　小学生
定員　15人（先着順）
参加費　500円（保険料別途）
申�込方法　温水プール窓口か電話で
お申し込みください。
申込開始日　 9月 1日㈭
持ち物　上靴・タオル・飲み物
問�　伊達市総合体育館温水プール・
トレーニング室（☎25−8300）

日時　 9月25日㈰※雨天決行
　　　午前 8時30分～
　　　（受付：午前 8時～）
場所　まなびの里パークゴルフ場
対象　市内在住の方
定員　1４４人（先着順）
参加費　1,000円（保険料など含む）
申込期限　 9月15日㈭
申�込方法　次のどれかの方法でお申
し込みください。
⃝関内パークゴルフ場管理室で直接
⃝�市スポーツ協会に電話
　（☎23−8600）
⃝まなびの里パークゴルフ場に電話
　（☎38−2151）
その他　用具などはご持参ください。
問　寺島さん（☎23−3016）




