
普通救命講習会

人工呼吸や心臓マッサージなどの応
急手当とＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の使い方を学ぶ　とき　５月１７日
�水 　１３時３０分～１６時３０分　ところ　
アイビー・プラザ　料金　無料　定
員　３０人　申し込み順　申し込み・
詳細　警防課　�３２‐６７１４

自衛隊第７師団創隊記念と物産展

とき　５月２８日�日 　８時～１５時　とこ
ろ　東千歳駐屯地（千歳市）　内容　
苫小牧や各地の特産品販売、ヘリコ
プター飛行体験など　詳細　自衛隊
苫小牧出張所　�３２-３７２５　市商業観
光課　�３２-６４４８

名作アニメ上映会
とき・作品　５月１４日�日 ＝「いやだい
やだ」「はんしろうがねらってる」ほ
か　２８日�日 ＝「おおかみと七ひきの
子やぎ」「がちょう番の娘」　いずれ

も１４時３０分～　定員　各５０人　直接
会場へ　
読み聞かせ
とき・内容　５月７日�日 ＝「はけたよ　
はけたよ」「きょうのおべんとう　な
んだろな」　２１日�日 ＝「このよでいち
ばん　はやいのは」「さるのせんせい　
へびのかんごふさん」　いずれも１５
時～１５時３０分　２７日�土 ＝当日発表　
１１時～１１時３０分　１４時～１４時３０分　
定員　各４０人　直接会場へ
おはなし会
とき　５月２０日�土 　１４時～１４時３０分　
内容　「はなのすきなうし」　定員　
４０人　直接会場へ
おはなし広場
とき　５月５日�金 　１３時３０分～１４時３０
分　内容　紙芝居、絵本の読み聞か
せ　定員　１００人　直接会場へ
　　………………………………
料金　無料　ところ・詳細　中央図
書館　�３５-０５１１

図書館文化セミナー

ゆうふつ原野自然情報センターの村
井雅之さんと春の生き物をスライド
で見た後、公園を探索して実際に春
を見つけてみましょう　とき　５月
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６月自動車免許の講習
優良講習（３０分）

１２日�７日�５日�１日�１０時
２３日�１９日�１６日�１４日�

３０日�２８日�２６日�
２９日�８日�１３時３０分
２０日�６日�１５時３０分

一般講習（１時間）
２０日�１３日�８日�６日�１０時

２９日�
２７日�１６日�１日�１３時３０分

違反者講習（２時間）
１２日�９日�７日�５日�

１３時３０分 ２１日�１９日�１５日�１３日�
２６日�２３日�

２５歳未満は１１日�、２５日�の１３時から
中野自動車学校

 ６５歳～６９歳の違反者は１５日�１３時３０分のみ
初回更新者講習（２時間）

２８日�２２日�１４日�２日�１３時３０分
会場　交通安全センター
詳細　苫小牧警察署　�３５‐０１１０
http://www.tomakomai-syo.police.pref.
hokkaido.jp/

対前年同期比件・人数
件－１３件２６３発生
人０人１死者
人－１８人３３３傷者

交通事故発生状況
１月１日～４月２日

劇団四季ミュージカル

コーラスライン
と　き　５月３０日�火 　１８時開場
ところ　市民会館
料　金　Ｓ席　８,４００円
　　　　Ａ席　６,３００円
　　　　Ｂ席　４,２００円
　　　　Ｃ席　３,１５０円
チケット販売
　　　　駅前プラザｅｇａｏ（（旧サンプラザ）、ＴＳＵＴＡＹＡ旧サンプラザ）、ＴＳＵＴＡＹＡ
　　　　苫小牧バイパス店、ＪＲＪＲ北海道北海道みどりの窓口、チケッみどりの窓口、チケッ
　　　　トぴあ （Ｐコード３６７-７８７８２）２）
詳　細　四季の風実行委員会　��３６‐２７８５３６‐２７８５
　　　　市生涯学習課　�３２‐６７５２６７５２

２７日�土 　１３時３０分～１５時　ところ　
中央図書館、市民文化公園　料金　
無料　定員　５０人　申し込み順　持
ち物　筆記用具　申し込み・詳細　５
月２日�火 ９時３０分から　中央図書館　
�３５-０５１１

ふるさと歴史探訪
弁天沼排水路を訪ねて　とき　５月
２０日�土 　１３時３０分～１５時３０分　対象　
中学生以上
生活体験教室
�なつかしの映画会　とき　５月２７
日�土 　１０時３０分～１２時　対象　小学
生以上
�五穀おにぎりをつくろう　とき　
６月１０日�土 　１０時３０分～１２時　対象　
小学生以上
　　………………………………
定員　各２０人　料金　無料　ところ
・詳細　勇武津資料館　�５６-０２０１

おもしろ実験室　
とき・内容　�５月３日�水 ＝物の燃え
方の実験　�４日�木 ＝大気圧の実験　
いずれも①１０時３０分～　②１４時３０分
～　※直接会場へ
星空観望会
５月の星空解説と望遠鏡での観測　
とき　５月９日�火 ～１２日�金 　１９時～２１
時　※直接会場へ。悪天候の場合は
９日のみ２０時まで、１０日～１２日はお問
い合わせください。小学生以下は保
護者同伴
特別巡回展～サイエンスブック
金属や鉱物をテーマにした展示　と
き　５月２７日�土 ～１０月２９日�日 
科学ふれあい教室
不思議な筒を作る（偏光の実験）　と
き　６月３日�土 　１０時～１２時　対象　
小・中学生　定員　１６人　申し込み
順　申し込み　５月１０日�水 から
木工教室
パズルを作る　とき　６月１７日�土 　
１０時～１２時　対象　小・中学生　定
員　１６人　申し込み順　申し込み　

５月１６日�火 から
プラネタリウム夜間投影と夜間開館
内容・とき　夏の夜空とへびつかい
座の神話　５月２７日�土 ＝�１ １９時～　
�２ ２０時～　２１時まで開館　※小学生
以下保護者同伴
プラネタリウム夏の番組投影
５月２７日�土 ～８月２７日�日 
とき　�火曜～金曜日＝�１ １４時～　
�２ １６時～　�土・日曜日、夏休み＝�１ 
１１時３０分～　�２ １４時～　�３ １６時～　
定員　各９０人　直接会場へ
お知らせ
�５月３日�水 、４日�木 ＝開館　�５月２３
日�火 ～２６�金 ＝プラネタリウム休止
　　………………………………
料金　無料　※教室は保護者の同伴
可　ところ・詳細　科学センター　
�３３‐９１５８

高齢者体力づくり講座

スポーツ実技を通して高齢者の体力
向上や健康維持、病気、けがの予防
①住吉コミュニティセンター　とき　
６月６日�火 、９日�金 　いずれも１３時３０分
～１６時　
②のぞみコミュニティセンター　と
き　６月１３日�火 、１５日�木 　いずれも１３
時３０分～１６時
　　………………………………
対象　会場近隣の６５歳以上の方（内科
・整形外科疾患がないこと）　料金　
無料　定員　各３０人　申し込み順　
持ち物　運動靴、タオル　申し込み
・詳細　①５月１０日�水 、②５月１７日�水 か
ら　スポーツ課　�３４-７７１５

体育協会の行事

リバウンドしないダイエット講習会
ダイエットに対する正しい知識と運
動方法を学ぶ　とき　５月２４日�水 、２５
日�木 、２６日～６月２０日の毎週火・金曜
日　計１０回　いずれも９時３０分～１１
時３０分　ところ　白鳥アリーナ　対
象　１８歳以上の女性　（学生を除く）　
料金　５００円　開講日納入　定員　３０
人　抽選　申し込み　５月１２日�金 （消

印有効）までに、往復はがき（１人１通限
り）往信に、住所、氏名、年齢、電話番
号、身長、体重、返信に郵便番号、
住所、氏名を記入し　〒０５３-００２１　
若草町２丁目４番１号　市体育協会
市民テニス教室
とき　６月６日～３０日　毎週火・金曜
日　計８回　いずれも１８時３０分～２０
時３０分　ところ　緑ケ丘公園庭球場　
対象　初級者（学生を除く）　料金　
３，５００円　開講日納入　定員　３０人　
申し込み順　申し込み　５月１６日�火 ９
時から市体育協会
　　………………………………
詳細　市体育協会（白鳥アリーナ内）　
�３７‐７１００

こくほ太極拳講習会

とき　５月１８日～８月３１日　毎週木曜
日　計１６回　１３時～１４時　ところ　
老人福祉センター　料金　無料　持
ち物　上靴　定員　６０人　申し込み
順　申し込み・詳細　５月８日�月 から　
老人福祉センター　�３４‐５８９７

総合体育館練習室を　　　　　
ご利用ください

総合体育館では毎日下表の種目で、
指導員が指導に当たっています。こ
の機会に新しいスポーツを経験して
みませんか

詳細　スポーツ課　�３４-７７１５
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市の草の花
ハナショウブ
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