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料スキー教室のご案内スキー教室のご案内

日本ボイラ協会日本ボイラ協会
「ボイラー実技講習」「ボイラー実技講習」

　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　 1月12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）

日時　
⃝12月1７日㈯　
　午前10時30分～正午
⃝12月25日㈰
　午後 2時～ 3時30分
対象　小学校 1年生・ 2年生

⃝12月18日㈰　
　午後 2時～ 4時
⃝12月25日㈰
　午前10時30分～午後 0時30分
対象　小学校 3年生・ 4年生

⃝12月1７日㈯　
　午後 2時～ 4時
⃝12月18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
お申し込みください（電話申込不
可）。
申込期限　12月 ７ 日㈬午後 5時
問　室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　（☎0143−46−533７）

室蘭工業大学室蘭工業大学
ロボットアリーナ冬休みイベントロボットアリーナ冬休みイベント
　ロボットアリーナオリジナルキッ
トを使って、もの作りの楽しさを体
験します。

１ 期
　開催日： 1月 8日㈰・14日㈯・
　　　　　15日㈰・22日㈰・
　 　 　 　 　 2 月 4 日㈯
　検定日： 2月 5日㈰
　教室予備日： 1月21日㈯
２ 期
　開催日： 2月18日㈯・19日㈰・
　　　　　23日㈷・26日㈰・
　　　　　 3月 4日㈯
　検定日： 3月 5日㈰
　教室予備日： 2月25日㈯
※今期のキッズ教室は実施しません
時間
⃝ジュニア：午前10時～正午
⃝級別：午後 1時～ 3時
場所　オロフレスキー場
申�込方法　アルファスポーツ伊達で
受け付け
申込期限　
⃝ 1期：12月24日㈯
⃝ 2期： 1月28日㈯
※詳しくはお問い合わせください
問　伊達スキー連盟事務局
　　上田さん（☎24−302７） 　 2級ボイラー技士免許取得の交付

要件になる講習です。
日時　 1月11日㈬～13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
受講費　22,000円
　　　　（テキスト代別途）
申込期限　 1月 4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）

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」

ピカピカ★ボックスを作ろう
～クリスマスライトを作ろう！

リモコンで動くロボットを作ろう！
～くみたて編

リモコンで動くロボットを作ろう！
～プログラミング編
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日時　12月22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　７50円
申込期限　12月1７日㈯
持ち物　筆記用具
※食育らんちを提供します

　水慣れクラスから個人メドレーク
ラスまで、段階に合わせた 5つのク
ラスがあります。
日時　12月25日㈰～2７日㈫
　　　午前 9時30分～10時30分
対象　 4歳 6ヵ月～中学生
定員　60人（先着順）

日時　12月25日㈰～2７日㈫
　　　午前11時～11時40分
対象　 2歳 6ヵ月～年長
定員　20人（先着順）
コース　
⃝ペンギン（初めて・水慣れ）
⃝イルカ（潜れる）

場所　総合体育館温水プール
参加費　各3,530円（保険料含む）
申込方法　電話でお申し込みください。
申込期限　12月23日㈮
問�　総合体育館温水プール・トレー
ニング室（☎25−8300）

　岩石卵（秋田県）ほか 3品～ 4品
を作ります。
日時　12月23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　12月1７日㈯
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具
問　食育センター（☎82−3591）

ジュニア水泳教室

幼児水泳教室

みんなおいでよ♪親子deみんなおいでよ♪親子de
たのしいＸʼmasリトミックたのしいＸʼmasリトミック

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」のご案内「食育講座・料理教室」のご案内

総合体育館温水プール総合体育館温水プール
冬休み短期水泳教室冬休み短期水泳教室

　音楽のリズムに合わせて、楽しく
遊びましょう。
日時　12月10日㈯
　　　 1回目：午前10時～10時40分
　 　 　 2 回目：午前11時～11時40分
場所　
　旭町地域交流館（旭町児童館）
対象　 0歳～未就学児
定員　各回10組程度
申�込方法　メールでお申し込みくだ
さい。
問　市民活動サークル ttemiyo
　（ ttemiyo2017@gmail.com）

日時　12月1７日㈯・ 1月21日㈯・
　　　 2月18日㈯・ 3月18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（☎090−７644−4７09）

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　 3月 5日開催→ 2月号掲載希望→12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

食育講座「お正月に食べる全国の
お雑煮について」

料理教室
「年末年始に食べる郷土料理」




