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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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相　　談　　名 実　施　日 時　　間 会　　場 申 込 先・詳 細

市民相談（生活の悩みなど） 土・日・祝日・年末年始を
除く毎日

土・日・祝日・年末年始を
除く毎日

9：00～17：00 市民相談室
（市役所本庁舎1階）

消費生活に関する相談
9：00～17：00 消費生活センター（市役所本庁舎1階）消費生活センター

土・日・祝日 10：00～16：00 消費者ホットライン

弁護士による無料法律相談 13日（土）・27日（土）

11日（木）

20日（土）

19日（金）

4日（木）

13日（土）～19日（金）

9：30～12：00
（相談時間30分以内）

ただし、土・日曜日は
10：00～15：00（　　　　　　　　　）

中小企業センター

行政相談委員による定例相談
（国や道、市の行政について） 13：00～15：00 モルエ中島内

サンドラッグ横通路
北海道管区行政評価局行政相談課

行政書士くらしの無料相談
（相続、各種認可、届出等について） 9：30～12：00

9：30～12：30

中小企業センター 北海道行政書士会室蘭支部

身体・知的障がいのある人と家族
のための相談支援専門員による障
害福祉サービス利用などの相談

13：00～16：00 障害者福祉総合センター
（ぴあ216）

ぴあ216

納税相談
（納付もできます）

17：15～19：00 市・納税課
（広域センタービル1階） 市・納税課

相

談
（就労相談は事前に申し込み）

（1日先着5人・事前に申し込み）

FAX

特設人権・困りごと相談所 札幌法務局室蘭支局
（室蘭地方合同庁舎）

室蘭人権擁護委員協議会事務局
（札幌法務局室蘭支局内）
☎22-5111

「むろらんだいすき」児童絵画作品展　
10:00　市民美術館　　  　　　　《詳細》☎22－1124 (同館)

交通遺児育英基金  クリスマスチャリティーコンサート
17：00　文化センター　　《詳細》☎090－6211－1198 (木村)

イルミネーションファクトリー2014クリスマス
15～25日17：00…イルミネーションの点灯
　　　　　　　　　  (23～25日は無料で温かい飲み物を提供)
23日11：00…工作体験　12：00、15：30…アカペラコンサート
　　　　室蘭工業大学　　 《詳細》☎090－9084－3719 (小松)

むろらんIT勉強会  高校生映像発信
14：00　中小企業センター《詳細》☎080－9615－2515 (鳥山)

室蘭ジュニアオーケストラ  定期演奏会
14：00　市民会館　　　　　　　  《詳細》☎45-3502 (小林)

ピアノと歌によるクリスマスコンサート
14：00　NHKプラザミュー　  　  《詳細》☎44-5749 (尾崎)

年末・感謝市（うまいもの市でおなじみの11店が集結）
10：00　グリンデパート　  　 　  《詳細》☎44－1281 (同店)

シマフクロウ基金  チャリティーコンサート
13：30　ふれあいサロンほっとな～る 
　　　　　　　　　　　　《詳細》☎090－2873－4192 (川畑)

伊藤珠里門下生によるピアノコンサート
14：30　市民会館　　　　　　　 《詳細》☎45－6777 (伊藤)

書の魅力  －迫真の墨跡－（市所蔵作品）
10：00　市民美術館　　　　　　 《詳細》☎22－1124 (同館)

梅木康代門下生によるピアノコンサート
11：30　市民会館　　　　　　　 《詳細》☎87－1280 (梅木)

青山未来門下生によるピアノコンサート
15：15　市民会館　　　　　　　 《詳細》☎85－1485 (青山)

風・光・賑わいを描き続けて －工藤善蔵作品展－（油彩）
10：00　市民美術館　　　　　　 《詳細》☎22－1124 (同館)

AJG(エジェック）ダンスコンサート
14：00　文化センター　　　　 　《詳細》☎43－2901 (奥田)

吹奏楽祭  ブラスイン2014
13：00　文化センター 《詳細》☎44－3128 (室蘭栄高校・続木）

手作りショップ（和小物、ビーズアクセサリーなど）
10：00　グリンデパート　　　　 《詳細》☎44－1281 (同店)

馬の絵作品展  室蘭巡回展（小中学生の公募作品）
10：00　市民美術館   　　　　　 《詳細》☎22－1124 (同館)

映画「鑑定士と顔のない依頼人」上映会
14：30、18：30　市民会館《詳細》☎090－9750－0620 (堀岡)

Solala(ソララ) ミニハープクリスマスコンサート
13：00　港の文学館　　　　　　  《詳細》☎22－1501 (同館)

ビブリオバトル
13：00　ふれあいサロンほっとな～る
　　　　　 　　　　　　   《詳細》☎090－6217－6685 (土田)

本山賢司「魚」原画展（著作本『魚でごちそう』の原画）
10：00　港の文学館 　　　　　　 《詳細》☎22－1501 (同館)

阿部美保子門下生によるピアノ発表会
13：00　NHKプラザミュー　 　    《詳細》☎24－2683 (阿部)

母恋駅を愛する会  マジックショー
13：30　母恋駅　    　　《詳細》☎090－8636－1960 (久保田)

猫カフェ風  猫の譲渡会
11：00　コミュニティースペース「タンネ」(高砂町1-44-3)
 　　　　　　　　　　　  《詳細》☎070－6604－2275 (芳賀)

蘭岳コンサート （ピアノ：黒田佳奈子、馬頭琴：オンドゥリガ）
15：00　室蘭工業大学大学会館  《詳細》☎46－5028 (同大学)

クリスマス音楽会（ソプラノ、ホルン、ピアノ、トロンボーン）
14：00　室蘭知利別教会  　　     《詳細》☎47－7315 (石川)

二ツ森智恵子門下生によるピアノコンサート
15：30　市民会館　　     　　  《詳細》☎86－5827 (二ツ森)

津軽すこっぷ三味線  室蘭ライブ
13：00、16：00
　　　　白鳥台1丁目会館 《詳細》☎090－9432－3782 (志田)

ハーモニカ・オカリナコンサート（13日ハーモニカ、20日オカリナ）
13：30　港の文学館  　　　　　　《詳細》☎22－1501 (同館)

北海道現代具象展 （油彩・水彩・日本画）
10：00　市民美術館　　　　　 　 《詳細》☎22－1124 (同館)

COBU（コブ）ジャパンツアー （和太鼓）
15：00   市民会館　　　　　　　  《詳細》☎45－3757 (川邊)

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

フロアゴルフ体験・交流会
 9：00　海陽小学校　  　　　　   《詳細》☎43－6130 (井山)

ふくろう文庫ミニ特別展 「大日本物産図会  浮世絵集成」
10：00　(13日は11：30まで）
　　　   図書館本館　　　　　　  《詳細》☎22－1658 (同館)

市民文化祭  室蘭演奏家協議会  定期演奏会
15：00   市民会館　　　　　　 　 《詳細》☎47－2636 (越後)
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