
申込方法　11月1日から21日まで、電話で
詳細　室蘭文芸協会・白木
☎090-7050-6128

広報むろらん 12月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、11月 5日までに原稿を送ってください。
広報課　☎25-2193　　25-2835　　shimintaiwa@city.muroran.lg.jpFAX

　お茶を飲みながら、生バンドで楽しく
歌いませんか。
日時　11月１日(土)　13:30～15:30
会場　白鳥台会館
料金　500円（飲み物付き）
申込方法　当日会場で
詳細　合唱団あすなろ・田中☎86-4643

猫の譲渡会（無料）
日時　11月９日(日)　11:00～14:00
会場　サークルホールYOU
　　　（中島町３-27-20）
猫カフェ風 猫の譲渡会
日時　11月23日(日)　11:00～14:00
会場　住まいのウチイケ研修センター
　　　(八丁平1-42-15)
料金　300円（小学生以下は200円、飲み
物、お菓子付き）
詳細　猫色ボランティア会・芳賀
☎070-6604-2275

　朗読者を募集します。川柳や俳句など、
６つのジャンル別に会評します。当日は、
自由に観覧できますので、観覧希望の人
は直接会場にお越しください。
日時　11月29日(土)　13:30～16:00
会場　港の文学館

　世界最古の長編小説である「源氏物
語」をテキストを用いて読み解きます。
初めての人でも気軽に参加できます。
日時　11月28日(金)　13:00～15:00
会場　港の文学館
料金　500円（テキストとコーヒー代）
詳細　源氏物語に親しむ会・増子
☎55-5363

日時　11月29日(土)　14:00～16:30
　　　（13:30から受け付け）
会場　中小企業センター
申込方法　当日会場で
詳細　北海道社会福祉士会・山下
（製鉄記念室蘭病院医療福祉相談室内）
☎47-4337

　家計簿を付けての体験発表や子どもの
生活時間、家事の工夫についての講習会
です。

　年齢に関係なくできる軽スポーツです。
１人での申し込みも可能です。
日時　11月30日(日) 　９:00～12:00
会場　保健センター体育館
定員　30チーム程度（１チーム２人）
料金　500円
申込方法　11月11日まで、市体育館、
入江運動公園温水プールなどに備え付け
の用紙で
詳細　スポーツ推進委員会・阿部
☎44-8546

　家庭園芸士の宍戸忠さんによる分かり
やすい実践的な学習会です。
日時　11月９日(日)　13:30～15:30
会場　中小企業センター
料金　100円（資料代）
申込方法　11月８日まで、電話で
詳細　

　吃音のある子どもへの対応で悩んでい
る人の勉強会と交流会です。
対象　吃音で悩んでいる人やその家族、
ことばの教室の先生、言語聴覚士、吃音
に関心のある人
日時
強会）、 18:00～21:00 (例会)
会場　胆振地方男女平等参画センター
　　　(ミンクール)
料金　勉強会100円、交流会100円
申込方法　事前に電話で(当日参加も可)
詳細　同会・南☎090-6216-1156

　成年後見支援センターに関する講演の
ほか、弁護士が振り込め詐欺・悪徳商法
への対応についてお話します。

花と緑を愛する会「花みずきの会」・
荒澤☎55-6471

11月15日(土)　14:00～17:00（勉

日　　時

11月17日（月）
10:00～12:00
11月20日（木）
10:00～12:00

料金　450円（当日500円）
託児は150円（予約が必要、おやつ付き）

詳細　室蘭友の会☎・　45-0605FAX

11月15日（土）
10:30～12:30

中島連合会館

市民会館

室蘭友の家
（東町4-14-7）

会　　場

　一緒にパソコンを楽しみませんか。パ
ソコンは持参可能です。
対象　マウス操作ができる人
日時　
会場　胆振地方男女平等参画センター
　   （ミンクール）
料金　月額2,500円
　　　パソコン使用料１回200円
申込方法　電話で
詳細　

　調停委員が民事・家事・調停手続きに
ついて、相談に応じます。
日時　11月13日(木)　10:00～15:00
会場　市民会館
内容　金銭、土地建物、遺産相続など
申込方法　当日会場で
詳細　室蘭調停協会・芝垣☎45-2781

“P.C.フレンズ”会員募集

第２・４木曜日　10:00～12:00

同会・岡島☎27-2021（14:00以降）

電話番号・希望日を記入し、ファクスで
申込方法　事前に電話または住所・氏名・

成年後見・権利擁護セミナー

催　し

うたごえ喫茶

猫の譲渡会

源氏物語に親しむ ～蓬生～

室蘭文芸47号を読む会

よもぎふ

無料

無料

市民スリーエイ交流大会

園芸の楽しみ～花と野菜のあるくらし～

講座・講習

花と緑の講演会

北海道言友会 室蘭吃音勉強会・交流会

北海道社会福祉士会日胆地区支部

暮らしと家計の講習会

会員募集

相　談

無料無料調停相談
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市民の皆さんから寄せられた情報を掲載しています。
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他のページに掲載している催しもあります。日程・内容は、変更になる場合があります。
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母恋駅を愛する会  中居家ご家族による楽しい音楽会
13：30　母恋駅  　　　 《詳細》☎090－8636－1960 (久保田)

室蘭工業大学管弦楽団  定期演奏会
14：00　市民会館　　      《詳細》☎090－9890－5666 (須田)

市民文化祭  市民オーケストラ演奏会
15：00　文化センター　　　　　  《詳細》☎47－2313 (立木)

有料

掛川源一郎写真展「バチラー八重子の生涯」
10:00　市民美術館　　  　　　　《詳細》☎22－1124 (同館)

健康講座  仲間と一緒なら楽しくできる！元気になれる！
13：30　清水町会館　　　　　     《詳細》☎23－3761 (鈴木)

フロアゴルフ体験・交流会
  8 : 45　知利別小学校　　　　　 《詳細》☎43－6130 (井山)

市民文化祭  趣味の作品展
10：00　文化センター　　 《詳細》☎090-7050-6128 (白木)

人形劇団パン「スイミー」
18：30　青少年研修センター
　　　　　　　　　  　《詳細》☎43－3790 (室蘭子ども劇場)

市民文化祭  写真展
10：00  （19日は13：00から）
　　　　市民美術館　　  　　　　《詳細》☎22－1124 (同館)

翔陽中学校ジャズバンド部  定期演奏会
14：00　文化センター　　　 《詳細》☎41－0701 (同校・武石)

映画「マダム・イン・ニューヨーク」上映会
14：30、18：30　市民会館《詳細》☎090－9750－0620 (堀岡)

三浦清宏「見えない世界と繋がる－我が天人感応」
出版記念  講話会
13：00　港の文学館　　　　　　 《詳細》☎22－1501 (同館)

室蘭地区民謡連合会  座長芸能まつり
10：00　市民会館　　　　《詳細》☎090－9437－0940 (木村)

旧三菱合資会社室蘭出張所建屋  99歳誕生祭
13：00　港の文学館　　　《詳細》☎090－9523－3073 (村田)

健康相談会（体重や血圧の測定など）
11：00　ふれあいサロンよってけ浜町
　　　　　  《詳細》☎24－2112 (地域包括支援センター母恋)

熊谷勝写真展「野鳥美を求めて」
  9 : 30　道の駅「みたら室蘭」    《詳細》☎24－3423 (熊谷)

オカリナ＆ハーモニカ音楽の祭典
13：00　市民会館　　　　《詳細》☎090－7648－1512 (中居)

室蘭蘭友会  蘭の育て方の講習会
14：30　NHKプラザミュー　　　 《詳細》☎23－2440 (佐藤)

リトル・ピアノコンサート
15：00　市民会館　  　　　　　   《詳細》☎45－0669 (神野)

杜川リンタロウ「一人で演じる  走れメロス」

19：00　市民会館　　  《詳細》☎43－3790 (室蘭子ども劇場)

フロアゴルフ体験・交流会
12：45　地球岬小学校  　　　　   《詳細》☎43－6130 (井山)

悠悠ライフ  書道講座作品展
10：00　市民美術館　　  　　　　《詳細》☎22－1124 (同館)

「白鳥の湖」(全幕) バレエ公演
15：00　文化センター
　　　　　  　《詳細》☎44－6556 (伊藤まゆみバレエ研究所)

森田哲隆チャリティー絵画展
（内閣総理大臣賞・大衆賞受賞記念）
10：00　イオン室蘭店　  　　　　《詳細》☎27－5127 (森田)

武術太極拳連盟交流会（演武）
12：30　市体育館　　　　　　　 《詳細》☎43－3008 (赤神)

バイオリン・ビオラ教室発表会
14：00　NHKプラザミュー《詳細》☎090－9325－3989 (円山)

ヘブンズゲート（アマチュアロックライブ）
16：00　市民会館 《詳細》☎080－5724－7282 (同実行委員会)

ハンドメイド展（布小物、ビーズアクセサリーなど）
10：00　住まいのウチイケ　モデルハウス(八丁平5-44-5)
 　　　　　　　　　　　　　　　   《詳細》☎55－2722 (鈴木)

市民文化祭  バレエ・コンサート
（伊藤まゆみバレエ研究所、緑ヶ丘バレエ室蘭研究所）
14：00　文化センター
　　　  《詳細》☎080－3399－0835 (緑ヶ丘バレエ室蘭研究所)

墨蘭会  水墨画展
10：00  （6日は13：00から）
　　　　市民美術館　　　　　　  《詳細》☎22－1124 (同館)

映画「そこのみにて光輝く」上映会
14：30、18：30　市民会館《詳細》☎090－9750－0620 (堀岡)

おはなしやさん  読み聞かせ
10：30　イオン室蘭店　　　　　  《詳細》☎43－5912 (吉田)

アンサンブルコンサート2014
13：00　市民会館　　　　  《詳細》☎44－1156 (エルム楽器)

健康教室（福祉用具について）
13：30　ふれあいサロンよってけ浜町
　　　　　  《詳細》☎24－2112 (地域包括支援センター母恋)

のばらの会  油彩展
10：00　市民美術館　　  　　　　《詳細》☎22－1124 (同館)

秋冬あみもの作品展
10：00　蘭西ギャラリー  　  　　 《詳細》☎24－5818 (根本)

講演会「集団的自衛権をめぐる諸問題」
10：30　中小企業センター　　  《詳細》☎85－4833 (佐々木)

ユネスコ写真展
 8：00　旧室蘭駅舎  　　　  《詳細》☎23－0102 (観光協会)

小・中・ろう学校造形展
 9：00　イオン室蘭店　　《詳細》☎44－3758 (桜蘭中・佐藤)

すこやかラストウォーク
「大海原を臨み鷲別海岸を行く」
 9：00　中島公園野球場集合 《詳細》☎090－3897－2164 (成田)

ふくろう文庫ミニ特別展
「大日本物産図会  浮世絵集成」（一立斎広重/画）
10：00　(22日は11：30まで）
　　　   図書館本館　　　　　　  《詳細》☎22－1658 (同館)

港北中学校吹奏楽部  定期演奏会
13：30   市民会館　　　　 《詳細》☎55－7314 (港北中・舘脇)

市民文化祭  室蘭地区陶芸協会  公募展
10：00　市民美術館　　  　　　　《詳細》☎22－1124 (同館)

フリーマーケット  ガラクタのみの市
10：00  （1日は12:00から）
　　　　住まいのウチイケ研修センター（八丁平1-42-15）
   　　　　　　　　　　　 《詳細》☎090－6269－5831 (菅原)

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

※小・中学生は無料。

※小学 4年生以上が対象。

※幼児から小学3年生までの
　親子が対象。

市民文化祭  菊花展覧会
 9：30　文化センター  《詳細》☎43－6358 (室蘭菊花同好会)
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