
夜の社会科見学

むろらんカルチャー
ナイト 2017

9/２　・３ 

9/３

9/22

スワンフェスタ2017
会場　中央埠頭

ふ

2日

3日

17:00～19:30　北響祭2017（太鼓演奏）
19:30～20:10　花火大会（雨天時は3日に順延）
11:00～22:00　大露店街、室蘭やきとり横丁

11:40～12:40
16:00～17:00　仮面ライダーエグゼイドショー

11:00～18:30　大露店街、室蘭やきとり横丁
（順延により花火大会開催の場合は22:00まで）

《詳細》同実行委員会（観光協会内） ☎23-0102

　このほか、さまざまなステージや
アーチェリー・ダーツ、科学・工作教
室などの体験イベントも開催します。

　スポーツの秋を大運動会で満喫しましょう！
時間　9:00～14:20（8:15から受け付け、
　　　荒天時は9月30日に順延）
会場　入江運動公園陸上競技場
用意する物　昼食、運動靴
申込方法　当日会場で

対象　20～70歳代
日時　10月10日～平成30年3月
　　　20日（火曜日、全22回）
　　　10:30～11:30
定員　先着30人
料金　月額3,000円（入館料を含む）
　　　※別途、保険料が必要です。
　　　　64歳以下1,850円　
　　　　65歳以上1,200円
申込方法　9月1日から30日まで、
げんき館ペトトルに備え付けの用
紙で

　水慣れ・水遊び・けのびから始め、
クロールまでを目標とします。
対象　平成23年4月2日から平成
　　　25年4月1日までに生まれ
　　　た子ども
期間　10月2日～平成30年3月19日
日時　月・水・木・金曜日のいずれか
　　　１日(全20回)
　　　15:00～16:00
定員　各15人
　　　（定員を超えた場合は抽選）
料金　月額3,000円
　　　※別途、保険料が必要です。
申込方法　9月1日から18日まで、
入江運動公園温水プールまたは体
育館に備え付けの用紙で

　水族館、消防本部などの公共施
設や民間施設を夜間に開放します。
親子で楽しみながら、各施設での
見学・体験を通して、地域の文化を
再発見しましょう。  
　参加施設などの詳細は、ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

 　 　　むろらん港鉄人舟漕ぎ大会
こ

市民大運動会
むろらんピック

市民大運動会
むろらんピック

水中
ウオーキング講座

入江運動公園温水プール
スポーツ教室
プールキッズ

秋のノルディック
ウオーキング講座

《詳細》同大会事務局
　　　(観光協会内) 
　　　☎23-0102

無料

①出たとこ勝負だぁ～!!　
②ムカデ競走　    
③親子デカパンリレー
④あなたをレンタル    　
⑤よーい、ドン！　
⑥大綱引き
⑦ちびっこリレー
⑧玉入れ…玉乱　  
⑨今日の運動は…？
⑩みんなでリレー　     
⑪ラッキーチャンス！

《詳細》体育協会 ☎44-7521

《詳細》げんき館ペトトル ☎59-3443　

《詳細》入江運動公園温水プール
　　　　　　　　　　  ☎22-2466

《詳細》
体育協会
☎44-7521

対象　18歳以上
日時　10月1日（日） 9:30～11:30
　　　（9:00から受け付け）
集合場所　中島公園野球場正面入口
　　　　　（雨天時は多目的室で実施）
料金　300円（傷害保険料を含む）
　　　※ポールの貸し出しは先着20人で、
　　　　別途300円が必要です。
申込方法　9月11日から30日まで、体育
館、入江運動公園陸上競技場 ・ 温水プー
ル、B＆G海洋センターに備え付けの用紙
に参加料を添えて
（当日参加も可）

子育て
応援団

後期

種目（1人1種目）

スポンジテニス(初心者は60歳代まで) 火・木 100人

30人

60人

30人

30人

100人

100人

100人

100人

6,000円

5,000円

5,500円

4,500円

2,200円

水・金

火・木

水・金

水・金

火

水

木

金

Aコース（中級）

Bコース（初級）(初心者は60歳代まで)
卓
球

バドミントン（初心者は40歳代まで）

ミニバレー（経験5年程度まで）

フィットネス体操
　参加希望の曜日を記入してください。
　参加は週1回です。

曜日 定員 料金

(                        )

対象　市内に居住する女性と65歳以
　　　上の男性
期間　10月～平成30年3月
時間　10:00～12:00
 　　  （フィットネス体操は11:30まで）
会場　体育館
申込方法　9月14日(必着)まで、 住
所 ・ 氏名 ・ 年齢 ・ 性別 ・ 電話番号 ・ 
希望種目（コース） ・ 女性スポーツサー
クルでの経験年数を記入し、往復はが
きで（返信用にも住所 ・ 氏名を記入）

※定員を超えた種目は、
9月15日14:00から
体育館で公開抽選を行
い、抽選結果は9月末ま
でにお知らせします。

※2歳から就学前までの
子どもの託児（有料）を
受けます。詳細は、お
問い合わせください。

※いずれも料金のほかに、
毎回入館料130円が必
要です。

15:00～21:00

主 な 参 加 施 設

女性スポーツサークル 《詳細》体育協会 ☎44-7521
　050-0073宮の森町4-1-43

《詳細》同実行委員会(FMびゅー内)
　　　 ☎84-1662
　　　　 http://muro-cul.main.jp 人舟漕ぎ大会人舟漕ぎ大会人舟漕ぎ大会人舟漕ぎ大会人舟漕ぎ大会

競技種目

同時開催

（　　　　）

9/24

●市役所本庁舎
市長室公開

●消防本部
まちを守る夜の消
防署見学

●青少年科学館
夜間特別開館、おもし
ろナイト実験、プラネ
タリウム夜間投影

●港の文学館
夜間特別開館、ライブ
＆パフォーマンス

●室蘭地方気象台
予報・観測現業室見学
など

●ＮＨＫ室蘭放送局
中継車公開、カメラマン体験、らんらんスタ
ジオでアナウンサー体験など

●北海道電力室蘭支店
親子で見学、ふれあいコンサートなど

●水族館
館内特別開館・観
覧車運行

●市民美術館
開館時間延長など

　約30チームが、往復150メートル
を手漕ぎボートで競います。
時間　9:00～15:00
会場　中央埠頭客船バース

イベント お祭り秋からはじまるスポーツ講座

むろらんの秋
体験
しよう

  楽しもう  参加し よう
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《詳細》同実行委員会（観光協会内） ☎23-0102

　このほか、さまざまなステージや
アーチェリー・ダーツ、科学・工作教
室などの体験イベントも開催します。

　スポーツの秋を大運動会で満喫しましょう！
時間　9:00～14:20（8:15から受け付け、
　　　荒天時は9月30日に順延）
会場　入江運動公園陸上競技場
用意する物　昼食、運動靴
申込方法　当日会場で

対象　20～70歳代
日時　10月10日～平成30年3月
　　　20日（火曜日、全22回）
　　　10:30～11:30
定員　先着30人
料金　月額3,000円（入館料を含む）
　　　※別途、保険料が必要です。
　　　　64歳以下1,850円　
　　　　65歳以上1,200円
申込方法　9月1日から30日まで、
げんき館ペトトルに備え付けの用
紙で

　水慣れ・水遊び・けのびから始め、
クロールまでを目標とします。
対象　平成23年4月2日から平成
　　　25年4月1日までに生まれ
　　　た子ども
期間　10月2日～平成30年3月19日
日時　月・水・木・金曜日のいずれか
　　　１日(全20回)
　　　15:00～16:00
定員　各15人
　　　（定員を超えた場合は抽選）
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　　　※別途、保険料が必要です。
申込方法　9月1日から18日まで、
入江運動公園温水プールまたは体
育館に備え付けの用紙で

　水族館、消防本部などの公共施
設や民間施設を夜間に開放します。
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日時　10月1日（日） 9:30～11:30
　　　（9:00から受け付け）
集合場所　中島公園野球場正面入口
　　　　　（雨天時は多目的室で実施）
料金　300円（傷害保険料を含む）
　　　※ポールの貸し出しは先着20人で、
　　　　別途300円が必要です。
申込方法　9月11日から30日まで、体育
館、入江運動公園陸上競技場 ・ 温水プー
ル、B＆G海洋センターに備え付けの用紙
に参加料を添えて
（当日参加も可）
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フィットネス体操
　参加希望の曜日を記入してください。
　参加は週1回です。

曜日 定員 料金
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対象　市内に居住する女性と65歳以
　　　上の男性
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時間　10:00～12:00
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い、抽選結果は9月末ま
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※2歳から就学前までの
子どもの託児（有料）を
受けます。詳細は、お
問い合わせください。

※いずれも料金のほかに、
毎回入館料130円が必
要です。
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