
　高齢者医療と在宅訪問診療の理念を地域で
実践している、みながわ往診クリニック院長
の皆川夏樹さんのお話を聞きます。
日時　11月18日(土) 13:30～15:30
会場　中小企業センター　　　　
詳細　芝垣☎45-8461　45-2782　mro-ishii@mug.biglobe.ne.jp（石井）

女性弁護士による
無料法律相談
  養育費や債務返済などの相談
  先着４人・事前に申し込み

実施日　11月1日(水)　　時間　13:00～16:00
会場　市役所本庁舎１階１号会議室
詳細　胆振日高障がい者就業・生活支援センターすて～じ　
　　　すて～じ伊達
　　　☎0142ｰ82ｰ3930　　0142ｰ82ｰ3933

実施日　11月17日(金)
時間　13:00～16:00
詳細　障害者福祉総合センター（ぴあ216）
　　　☎45ｰ6611　　45ｰ1003

　福島の小学生が必ず学ぶという放射能
について、劇団風の子東北が分かりやす
く紙芝居を行います。その後、料理教室
でパジョンを作ります。おいしくために
なる親子で参加できる活動です。
対象　小学生以下とその保護者
日時　11月11日(土)
　　　10:30～14:00
会場　青少年研修センター
定員　先着50人
料金　4歳以上1人1,000円
　　　（3歳以下は無料）
　　　料理材料費一世帯200円
申込方法　11月2日まで、電話または住
所・参加者全員の氏名と年齢(学年)・電
話番号を記入し、ファクスかメールで
詳細　室蘭子ども劇場･佐藤☎・　43ｰ3790
　　　（月～金曜日10:00～15:00）
　　　　kogekogemm@gmail.com

　パソコンの基本、ワード、表計算、職
業能力が学べます。
日時　12月25日(月)～平成30年3月24日(土)
　　　 9:25～15:55
会場　中小企業センター
定員　15人
料金　2,160円（教科書代）
申込方法　11月9日から12月6日まで、ハ
ローワークで求職申込の上、訓練相談窓口で
詳細　NPO法人くるくるネット・鳥山
　　　☎070ｰ5601ｰ7968

　初心者でもスケートを楽しめます。数
量限定で、無料貸し出しのスケート靴が
あります。
対象　4歳～小学生
日時　平成30年3月までの
　　　毎週月曜日
　　　18:30～19:30
会場　中島スポーツセンター
料金　1シーズン（11月～3月）18,000円
詳細　同教室・長岡（ジュンスポーツ内）
　　　☎41ｰ3989

スキルアップで就職！求職者支援訓練 ホッケースケート教室子どもに伝えたい話の紙芝居と
パジョン（韓国チヂミ）作り

司法書士による無料法律相談
（事前に申し込み）

行政書士くらしの無料相談
（相続、各種認可、届け出など）

実施日　11月１日(水)・８日(水)・22日(水)・29日(水)
時間　17:30～20:30
会場　中小企業センター
詳細　札幌司法書士会総合相談センター 
　　　☎46ｰ8585

FAX

FAX

実施日　11月18日(土)(毎月第3土曜日)
時間　９:30～12:00
会場　中小企業センター
詳細　北海道行政書士会室蘭支部
　　　☎23ｰ3207

借金・金融一般相談会
（借金の悩み、預金・融資、保険などの金融全般）無料調停相談会

実施日　11月22日(水)
時間　９:00～12:00
会場　胆振総合振興局
詳細　北海道財務局　
　　　☎011ｰ807ｰ5144

実施日　11月２日(木)
時間　10:00～15:00
会場　市民会館
詳細　室蘭調停協会
　　　☎090ｰ5074ｰ5658

行政相談委員による定例相談
（国や道、市の行政について）

障がいのある人と家族のための相談
（生活･福祉サービス･就労に関する相談。１０日までに予約）

実施日　11月９日(木)(毎月第２木曜日)
時間　13:00～15:00
会場　モルエ中島内 サンドラッグ横通路
詳細　北海道管区行政評価局行政相談部
　　　☎011 7ー09ｰ1803

会場　ハートセンタービル（東町2ｰ3ｰ3）
詳細　母子家庭等就業・自立支援センター
　　　☎83 7ー047　　83 7ー048FAX

行政書士による無料相談
(1日先着5人・事前に申し込み)

ひとり親家庭の父母のための相談
（無料で託児も受けます。予約が必要）

実施日　11月9日(木)（毎月第2木曜日）
時間　9:30～12:00
　　 （相談時間は30分以内）
会場･詳細　市民相談室
　　　　　（市役所本庁舎１階）
　　　　　　☎25ｰ2703

女性の人権に関する相談

実施日　11月13日(月)～17日（金）
時間　8:30～19:00

詳細　女性の人権ホットライン ☎0570ｰ070ｰ810

夜間納税相談
(納付もできます)
実施日　11月16日(木)
 17日(金)
 20日(月)
 21日(火)
 22日(水)
時間　17:15～19:00
会場･詳細　市･市税課納税係
　　　　　（広域センタービル）
　　　　　　☎25ｰ2314
　　　　　　☎25ｰ2321
　　　　　　☎25ｰ2708

市民相談（生活の悩みなど）

実施日　月～金曜日（祝日を除く）
時間　9:00～17:00
会場･詳細　市民相談室
　　　　　（市役所本庁舎１階）
　　　　　　☎25ｰ2703

消費生活に関する相談
実施日　月～金曜日（祝日を除く）
時間　9:00～17:00
会場･詳細　消費生活センター
　　　　　（市役所本庁舎１階）
　　　　　　☎25ｰ3100

実施日　土・日曜日、祝日
時間　10:00～16:00
詳細　消費者ホットライン
　　　☎188

弁護士による無料法律相談
（1日先着5人・事前に申し込み）

障がい者のための出張就労相談
（障がいの未診断者も含む。原則、事前予約が必要）

実施日　11月11日(土)･25日(土) 
時間　９:30～12:00（相談時間は30分以内）
会場　中小企業センター
詳細　市民相談室 ☎25ｰ2703

困ったときの
あれ
これ相談

( ) ( )

常設窓口　
多重債務者相談窓口 ☎011-807-5144
金融ほっとライン ☎011-807-5145
中小企業等金融円滑化相談窓口
 ☎011-729-0177

巡回相談
  社会的自立の支援や
  生活全般に関する相談
  事前に申し込み

実施日　11月11日(土)
時間　13:00～15:00
　　　（相談時間は30分以内）

実施日　11月11日(土)
時間　10:00～15:00

FAX

FAX

ミンクール利用者連絡会講演会
在宅医療と看取りの事例から学ぶ～自分らしい生き方を考える～

定員　先着60人
料金　200円（資料代）
申込方法　11月1日から13日まで、　
電話または氏名・電話番号を記入し、
ファクスかメールで

実施日　11月18日(土)・19日（日）
時間　10:00～17:00

伝 言 板
市民の皆さんから寄せられた情報を掲載しています。
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6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

22723 広報むろらん 2017年11月

月11 他のページに掲載している催しもあります。
日時・内容は、変更になる場合があります。

日 行　　　　事
～平成30年
3/３０㈮

企画展｢文学をしる・かたる・とどめる｣－今、評論の力を－
１０:００　港の文学館 《詳細》☎２２ー１５０１（同館）

１㈬
～12/10㈰

－40年目－
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２㈭
～５㈰

墨蘭会 水墨画展
１０:００（2日は１３:００から）　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

３㈮

市民文化祭 煎茶道方円流 茶会 有料 ※小学生以下は無料。
１０:００　文化センター 《詳細》☎２７ー１３４４（岸）

市民文化祭 バレエコンサート 有料
（伊藤まゆみバレエ研究所、緑ヶ丘室蘭バレエ研究所）
１４：００　文化センター 《詳細》☎090ｰ2076ｰ9350（赤塚）

港北中学校吹奏楽部 定期演奏会
１４：００　市民会館 《詳細》☎５５ー７３１４（同校・鈴木）

３㈮
～５㈰

市民文化祭 室蘭菊花同好会 菊花展 有料※中学生以下は無料。
９:３０　文化センター 《詳細》☎４３ー６３５８（最上）

ワークショップ 木工教室とジェルキャンドル教室
（木工:車、汽車、犬、オートバイなど）
１１:００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

３㈮
～６㈪

熊谷勝 写真展「ヤマガラと仲間たち」
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎24ｰ3423（熊谷）

小中ろう学校子ども造形展
１０:００ イオン室蘭店 《詳細》☎５８ー１１２５（蘭北小学校・山城）

４㈯ 武術太極拳連盟 交流会（集団演武、個人演武）
１２:３０　市体育館 《詳細》☎４３ー３００８（赤神）

５㈰

映画『チャルカ～未来を紡ぐ糸車』上映会 有料
１１:００、１４:００　市民会館 《詳細》☎４3 ２ー８９５（室蘭シネマクラブ）

ヤマハ アンサンブルコンサート２０１７（音楽教室生徒の演奏）
１３:００　市民会館 《詳細》☎４４ー１１５６（エルム楽器）

翔陽中学校ジャズバンド部 定期演奏会
（ゲスト…サックス奏者　萱生昌樹）
１４:００　文化センター 《詳細》☎４１ー０７０１（同校・武石）

８㈬
～１２㈰

泉谷文代 日本画展
１０:００（８日は13:00から）　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１０㈮

ＳＡＫＩＬＩＶＥ『ＦＥＥＬＬＩＦＥ』有料 ※中学生以下は無料。
１８:００　市民会館 《詳細》☎011ｰ209ｰ2202（ASIAN DREAM）

劇団風の子東北「フクシマ発」有料 ※小学４年生以上が対象。
（震災後の福島の現状を伝える一人芝居）
１９:００　青少年研修センター《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

１０㈮
～１７㈮

｢税を考える週間｣税に関する作品展（小学６年生の税に関する標語）
９:００　市民会館 《詳細》☎２２ー４１５１（室蘭税務署）

１１㈯ 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ｰ8636ｰ1960（久保田）

１２㈰

室蘭地区民謡連合会 座長芸能まつり 有料
１０:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ9512ｰ6876（小松）

２組の歌姫コンサート（童謡から演歌まで）
１４:００　港の文学館 《詳細》☎090ｰ1524ｰ2442（堤）

ユネスコユースフォーラム2017（ユネスコ活動の発表）
14:30　旧室蘭駅舎 《詳細》☎２３ー７７５４（室蘭ユネスコ協会・立野）

１２㈰
２６㈰

NPO法人ニャン友ねっとわーく 保護猫の譲渡会※譲渡猫に医療
費の負担あり。１０:００ セレクト雑貨＆シェアスペースミニマム

　　　（中央町2ｰ8ｰ10） 《詳細》☎080ｰ9610ｰ9208（和崎）

日 行　　　　事

１５㈬
ふれあいサロンお元気講座 感染症予防
１３:００　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）

《詳細》☎５０ー６６１１（同サロン）

１５㈬
～１９㈰

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》☎090ｰ4874ｰ0775（長谷川）

１６㈭
２５㈯

ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』
（座右宝刊行会/編集）
１０:００　図書館 《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

１７㈮ 映画『米軍が最も恐れた男～その名は、カメジロー』上映会 有料
１４:３０、１８:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

１７㈮
～１９㈰

市民文化祭 室蘭文化連盟 趣味の作品展（切り絵、木工、書など）
１０:００　文化センター 《詳細》☎２３ー９５３５（同連盟）

１８㈯

文芸協会 室蘭小説学校（詩と演劇と小説・戯曲）有料
１４:００　港の文学館 《詳細》☎８５ー９５０８（浅野）

北海道言友会例会 言葉が吃る人 集まりましょう 有料

※吃音のある人、保護者、先生などが対象。
１７:３０　障害者福祉総合センター（ぴあ216）

《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

市民文化祭 室蘭音楽協会 市民オーケストラ演奏会 有料
（ショパンピアノ協奏曲第１番ホ短調作品11 ピアノ:久保綾香 ほか）
１８:３０　市民会館 《詳細》☎４７ー２３１３（たちき）

１８㈯
１９㈰

悠悠ライフ書道講座 作品展　　
１０:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎２３ー６４１０（井上）

１８㈯
２５㈯

フロアゴルフ体験・交流会 有料
１8日　９:００…知利別小学校
25日　９:００…白鳥台小学校 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

１８㈯
～２６㈰

第４０回 森田哲隆 チャリティー絵画展（油彩）
１０:００ イオン室蘭店 《詳細》☎090ｰ7653ｰ3851（森田）

１９㈰ 琴音演奏会
１３:３０　港の文学館 《詳細》☎090ｰ6264ｰ8181（東川）

２１㈫ 健康講座 受けて得する！健診のお話
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

２１㈫
～２６㈰

日本製鋼所創立110周年記念 所蔵作品展（書、絵画など）
１０:００（21日は12:00から）　市民美術館《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２３㈭

オカリナ＆ハーモニカの祭典
１３：００　市民会館 《詳細》☎080ｰ1894ｰ5451（中居）

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（中島町）

《詳細》☎090ｰ2873ｰ4192（川畑）

２５㈯
室蘭工業大学管弦楽団 定期演奏会
（ドヴォルザーク交響曲第９番ホ短調作品95『新世界より』ほか）
１４:００　市民会館 《詳細》☎080ｰ6017ｰ8060（西村）

２６㈰

室蘭蘭友会 講習会（ランの出品株を紹介）
１３:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４３ー７２５５（小田桐）

ウインターコンサート（ピアノ発表会）
１４:３０　文化センター 《詳細》☎５５ー１５２２（吉田）

市民文化祭 室蘭演奏家協議会 定期演奏会（声楽、ピアノ、器楽）有料
１５:００　市民会館 《詳細》☎４７ー２６３６（越後）

２９㈬
人形芝居ひつじのカンパニー「あなたがうまれるまで」有料

※幼児から小学３年生以下が対象。
１８:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

３０㈭
～12/3㈰

」展真写「祭化文民市
１０:００（３０日は１３:００から）市民美術館《詳細》☎２２ー１１２４（同館）


