
対象　小学生以上（キッズコースは、５歳から就学前までの幼児が対象。
　　　幼児もリフトに乗れて滑ることができれば、各コースに参加可能）
申込方法　各初日の１週間前まで、ロッジだんパラ、イオン室蘭店に料金
　　　　　を添えて。キッズコースはロッジだんパラに申し込み。ファク
　　　　　スで申し込みの場合、料金の支払いは初日に会場で。年末コー
　　　　　スは、毎回９時からスキー場で受け付け。各コース先着順

詳細　室蘭スキー連盟・若山☎090ｰ9081ｰ0054　44ｰ6065

　商工会議所では、室蘭のさまざまな商品やサービス、店舗、事業所、技術などを愛用
（活用）したくなるようなキャッチフレーズを募集します。市民や市内に通勤・通学す
る人ならどなたでも、１人各１点応募できます。採用者には、５万円の商品券や特産品
をプレゼントします。詳細は、ホームページをご覧ください。
応募テーマ　①市内向け…市内で市民などが愛用（活用）したくなるようなもの
　　　　　　②市外向け…市外の人や企業が愛用（活用）したくなるようＰＲするもの
応募方法　平成30年1月31日まで、住所・氏名・年齢・性別・電話番号・勤務先（学校名）を明
　　　　　記の上、各20文字以内のキャッチフレーズを記入し、はがき、メール、ファクスで
詳細　室蘭商工会議所☎22ｰ3196　24ｰ2943　http://www.murocci.or.jp
　　　　051ｰ0022海岸町1ｰ4ｰ1広域センタービル2階　info@murocci.or.jp

世界寺子屋運動
書き損じ・未使用はがきを集めています

　来年３月で閉校となる
小学校の閉校式典を、各
校体育館で行います。
　また、各校とも閉校式
典終了後に惜別の会（会費制）を開催します。

申込方法　12月15日まで、各事務局に
電話または住所・氏名・電話番号を記入
し、ファクスで

　泌尿器科医師・仲山明宏さんのお話です。
日時　12月9日(土) 15:00～16:30
会場　中小企業センター
定員　先着40人
料金　800円
申込方法　12月8日まで、電話または住
所・氏名・電話番号を記入し、メールで
詳細　同会・高村☎090ｰ1302ｰ5116
　　　　bird.bees2010@gmail.com

　①フラワーアレジメントや②プリザー
ブドフラワー、③しめ縄を作ります。
日時　

　　　全火曜日 10:30～、13:00～各90分
会場　中小企業センター
定員　各15人
料金　2,900円程度（材料費実費）
申込方法　各開催日の前金曜日17時ま
で、電話で（土・日曜日を除く）
詳細　フラワーサークル“蘭”・加藤
　　　☎090ｰ6695ｰ8890

　開発途上国の教育施設建設を目的とし
て、書き損じはがきや未使用のはがきを
平成30年2月28日まで集収
しています。１枚当たり約
45円の寄付になります。
収集方法　郵送または直接
詳細　海星学院高等学校・市川
　　　☎46ｰ8888 (平日9:00～17:00)
　　　　050-0072 高砂町3ｰ7ｰ7

　進学時の支出が困難な家庭事情のある
中学３年生を応援する「返還義務なし」の
奨学金です。詳細は、お問い合わせください。
募集期間　11月25日(土)～12月22日(金)
詳細　北海道教職員組合胆振支部
　　　☎88ｰ0101

　初心者でも一時間程度で、そば粉から
おいしい手打ちそばができるまでを体験
できます。打ったそばは、持ち帰ります。
日時　12月９日(土)  9:30～12:30
会場　高砂町会館分館（高砂町5-14）
定員　先着14人
料金　1,000円（材料費）
申込方法　12月１日から7日まで、電話で
詳細　室蘭手打ちそば愛好会・堀
　　　☎090ｰ7647ｰ6723

　スノーボードは若者のスポーツのよう
に思われていますが、レッスンを受ける
ことで、年齢に関係なく安全に滑ること
ができます。体験してみませんか。
対象　小学３年生以上
日時　平成30年1月7日(日) 13:00～15:00
会場　だんパラスキー場
定員　先着30人
用意する物　スノーボード用具
　　　　　　（有料レンタルもあります）
申込方法　12月18日から平成30年1月4
日まで、電話で
申込先　だんパラスキー場☎43ｰ5600
詳細　室蘭スノーボード協会・日栄
　　　☎090ｰ7642ｰ8431

　室蘭発祥の軽スポーツ「スリーエイ」
を一緒に楽しみましょう。年齢に関係な
く誰でも手軽に参加できます。
日時　平成30年1月21日(日)
　　　9:00～12:30
会場　旭ヶ丘小学校体育館
定員　先着70チーム
　　　（1チーム2人、140人）
料金　１人700円（保険料を含む）
申込方法　12月26日まで、市体育館に
備え付けの申込用紙をファクスか市体育
館に提出
詳細　室蘭スリーエイ協会・阿部
　　　☎・　44ｰ8546

　年齢に合わせた年間３・4回の舞台鑑
賞と、地域の仲間との遊びを通して想像
力やコミュニケーション能力を育む活動
を行っています。
対象　乳幼児～高校生の子どもと親
料金　入会金１人200円
　　　月額1,000円（4歳以上）
申込方法　電話またはメールで
詳細　同事務局☎・　43-3790
　　　（平日10:00～15:00）
　　　　kogekogemm@gmail.com

 

年越し用手打ちそば教室 スリーエイ市民交流大会

室蘭子ども劇場 会員募集

詳細　同会・高村☎090ｰ1302ｰ5116

詳細　フラワーサークル“蘭

詳細　海星学院高等学校・市川

詳細　北海道教職員組合胆振支部

詳細　室蘭スリーエイ協会・阿部

詳細　同事務局☎・　43-3790

小学校の閉校式典

思春期活動推進会 男の子の健康講座

手づくりで飾るクリスマス＆お正月
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だんパラスキー学校の受講生募集

室蘭の〝商品・サービス・店舗・事業所・技術〞にキャッチフレーズを募集

年  末
正  月
冬休み

シニア(大人)

キッズ

昼休み
１時間

12/27～30
1/2～5
1/9～12
1/13・20・27、2/3
2/10・17・24、3/3
1/7・8・14・21
1/28、2/4・11・12
1/13・20・27、2/3

1/9～12　10:00～12:00

2月3日(土)
10:00～

日時（平成30年） 事 務 局

2月17日(土)
10:00～
2月24日(土)
10:00～

☎59-2696
　59-3510
☎59-6083
　59-4136
☎59-4675
　59-6930

白鳥台小学校

本室蘭小学校

陣屋小学校

FAX

FAX

FAX

 12/5 12/12 12/19 12/26
① ○ ○ ○ ―
② ○ ○ ○ ○
③ ― ― ○ ○

料　　金定 員時 間講　習　日コース

土曜日

日曜日

１期
２期
１期
２期

スノーメイト
サンライバスキー場

1/14・21、2/4・18
（自由参加…1/28、2/11）

各30人
50人
50人
50人
50人
60人
60人
15人

20人

15人

１日2,500円

9,000円

10,000円

7,000円

9,000円
（自由参加は毎回2,500円）

10:00～

15:00

( )

広報むろらん 2017年12月

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1月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、12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
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実施日　12月6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　12月15日(金)
時間　13:00～16:00
会場・詳細　障害者福祉総合センター（ぴあ216）
　　　　　　☎45ｰ6611
　　　　　　　45ｰ1003

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　月～金曜日

　　　　（年末年始を除く）
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

司法書士による無料法律相談
（事前に申し込み）
実施日　12月6日(水)・13日(水)・20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　１2月１6日(土)
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

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、8日までに予約）

実施日　12月14日(木)
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

特設人権・困りごと相談所
（人権問題や日常生活の問題）
実施日　12月6日(水)
時間　9:30～12:30
会場・詳細　札幌法務局室蘭支局
　　　　　　☎22ｰ5111

行政書士による無料相談
（1日先着5人・事前に申し込み）
実施日　12月14日(木)
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

夜間納税相談(納付もできます)
実施日　12月14日(木)～20日(水)
　　　　（土・日曜日を除く）
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
　　　　（年末年始を除く）
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

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　12月9日(土)･16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（市役所本庁舎１階）
　　　☎25ｰ2703

困ったときの
あれ
これ相談

実施日　土・日曜日
　　　　（年末年始を除く）
時間　10:00～16:00
詳細　消費者ホットライン
　　　☎188

日 行　　　　事

有料

有料

有料

日 行　　　　事

有料

有料

有料


