
　Ｕ旗とＷ旗を各１枚（19×25センチメー
トル）製作し、持ち帰ることができます。
日時　4月2日(日) 10:00～13:00
会場　道の駅「みたら室蘭」
申込方法　電話または氏名を記入し、
ファクスで
詳細　室蘭港を愛する会・関村
　　　☎090ｰ6993ｰ7014　24ｰ0872

　子どもたちに食事を提供して、温かく
見守る活動を行っています。
 子ども食堂「なかよし食堂」
日時　4月8日(土)・22日(土)
　　　12:30～14:30
会場　社会福祉協議会(東町2ｰ3ｰ3)
料金　高校生以下無料、大人300円
申込方法　当日、直接会場へ
 子ども食堂を応援しよう
　市民団体などが調理・運営しているため、
賛助会員（一口1,000円）を募っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
詳細　室蘭母子福祉会☎84ｰ8730

　ワークショップ形式で、簡単に楽しく
日常生活に実践できるスキルを学びます。
日時　4月16日(日)（毎月1回、第3日曜
日）10:00～12:00
会場　胆振地方男女平等参画センター(ミンクール)
定員　先着10人
料金　1回1,000円（資料代など）
申込方法　4月1日から10日まで、電話で
詳細　Ｔ＆Ｔ栞の会・高野
　　　☎090ｰ6690ｰ3522

　興味のある人なら、どなたでも参加で
きます。
日時　4月22日(土) 10:00～11:30
会場　日鋼記念病院緩和ケア病棟
申込方法　4月21日まで、電話で
詳細　日鋼記念病院医療福祉相談室
　　　☎22ｰ2225

日時　4月10日(月) 18:30～20:30
会場　胆振地方男女平等参画センター(ミンクール)
定員　先着24人
料金　1,000円（資料代を含む）
申込方法　4月9日まで、電話または氏
名・電話番号を記入し、メールで
詳細　加藤☎080ｰ6066ｰ0627 
　　　　saya0831@gmail.com

日時　4月15日(土) 13:00～15:00
会場　胆振地方男女平等参画センター(ミンクール)
定員　先着50人
料金　300円（資料代）
申込方法　4月1日から9日まで、電話で
詳細　加藤☎59ｰ3680

日時　4月22日(土) 8:30～15:30
会場　花の丘パークゴルフクラブ
料金　600円（コース使用料を含む）
申込方法　4月17日まで、花の丘パーク
ゴルフクラブ、白鳥大橋パークゴルフ場
に備え付けの申込用紙に料金を添えて
詳細　同協会・中山☎090ｰ7643ｰ9805

日時　4月23日(日)（毎月1回、第4日曜日）
　　　9:30～12:00
会場　中小企業センター
定員　先着10人
料金　1回1,500円
申込方法　4月1日から20日まで、電話で
詳細　軽費老人ホーム泉寿園・原田
　　　☎55ｰ3771

　女性学と女性史を学ぶ読書会で、『そ
ろそろ｢社会運動｣の話をしよう』を取り
上げます。
日時　4月から平成30年3月までの毎月
第3土曜日 10:00～12:00
会場　胆振地方男女平等参画センター(ミンクール)
料金　年額1,000円
　　　（別途、本代2,160円が必要）
申込方法　事前に電話で
詳細　男女平等参画をすすめる会
　　　「えんぱわーメイト」・越田☎23ｰ0678

　見学や体験もできます。
対象　5歳以上（幼児は要相談）
日時　毎週火・金曜日（4月～12月）
　　　18:00～19:30
会場　高橋ビル2階（中島町4ｰ14ｰ5）
料金　月額5,000円
申込方法　事前に電話で
詳細　同連盟・樋口☎080ｰ5594ｰ8618

　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。
募集締切　4月21日まで
詳細　同実行委員会・伊藤☎011ｰ231ｰ4351
　　　　http://www.yosakoi-soran.jp/

　優勝者には、初段位免状を授与します。
日時　4月29日(土)　9:30開場
会場　中小企業センター
料金　2,000円、女性・大学生以下1,500円
申込方法　4月1日から26日まで、電話で
詳細　日本将棋連盟室蘭支部・金田
　　　☎090ｰ6219ｰ1404

　基礎から学び、見学や体験もできます。
日程と会場
　毎週火曜日…青少年研修センター
　毎週木曜日…文化センター
時間　19:00～20:30
料金　月額2,000円（親子で参加の場合、
高校生までの子どもは500円）
申込方法　電話で
詳細　斉藤☎090ｰ7053ｰ5872

日時　毎月第4金曜日 18:30～21:00
会場　NHK３階小会議室
料金　入会金500円、年会費11,000円
申込方法　電話または住所・氏名・電話
番号を記入し、ファクスで
詳細　全日本写真連盟室蘭支部・池内
　　　☎・　59-7508

　自由に踊って楽しむサークルです。
日時　4月1日(土)（以降、毎週土曜日）
　　　14:00～16:00
会場　スーパーアークス室蘭中央店3階
料金　1回…男性200円、女性300円
（会員は年会費1,000円、毎回100円引き）
申込方法　会場で
詳細　アークスダンス愛好会・斉藤
　　　☎090ｰ6695ｰ3470

　年2回の自主公演を中心に活動しています。
日時　毎週月曜日 19:00～21:00
料金　月額1,500円
申込方法　電話で
詳細　弦楽器担当・立木☎47ｰ2313
管･打楽器担当・立山☎080ｰ3295ｰ0529

　見学や体験もできます。
日時　4月18日から毎月第3火曜日（年
間10回）10:00～12:00
会場　胆振地方男女平等参画センター(ミンクール)
料金　年額10,000円、テキスト代1,200円
申込方法　当日会場で
詳細　山岡☎0142ｰ22ｰ7717 

四正太極拳教室・武ring

デジタルカメラ写真教室

社交ダンスサークル

スペイン語講座（初級：日常･旅行会話）

YOSAKOIソーラン祭り市民審査員

みんなでご飯を食べたい子どもの居場所
子ども食堂「なかよし食堂」

実践的に使える
コミュニケーションアップ心理学講座

緩和ケアボランティア講習会

室蘭空手道連盟
西胆振唯一のアマチュアオーケストラ
室蘭市民オーケストラ 

室蘭パークゴルフ協会
ルールとマナーの研修会

国際信号旗 製作の集い 誰でもできる家庭菜園セミナー

男の料理塾（初心者向け男性料理教室）

FAX

FAX

無料

無料

花よりタイ語 タイ文字講座

将棋大会 長谷川順治杯初段位獲得戦

やさしい男女平等参画講座

しおり

ぶ　　り　　ん　　ぐ

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5月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、4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

22723 広報むろらん 2017年4月

月4 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。

室蘭の観光アプリを利用しよう！室蘭の観光アプリを利用しよう！

クイズに答えて、室蘭の写真を集めよう！
　https://quizran.herokuapp.com/login

クイズラン

（株）HARPQUIZRAN

《詳細》ICT推進課
　　　☎25-2712

日鋼情報システム（株）
写真からどこ行くの？

http://www.city.muroran.lg.jp/main/
org2260/udc2016.html

景色の写真から、その場所の情報や行き方を
教えてくれます。
　https://drive.google.com/open?id=0B
　2bqQPddcfdCelhtUzBWT254aEE
※アンドロイド端末のみ対応しています。インストール
　方法については、市ホームページをご覧ください。

ムロサル

ESRIジャパン（株）MUROSARU
今いる場所から行ける観光スポットまで、道案内！
　https://esrijapan.github.io/photospot
　-finder/?demo

アキジカン

jig.モリ（(株)jig.jpとハウモリ合同チーム）AKIJIKAN
空き時間に回れる観光スポットを表示し、
万が一のときは避難所までを道案内。
　https://howml.github.io/akijikan/

市ホームページからもご覧になれます。

アーバンデータチャレンジ2016アイデア部門

オープンガバメント推進協議会賞金賞受賞
学生奨励賞受賞

日 行　　　　事

3/30㈭
～4/2㈰

第３５回室蘭美術協会「新人展」
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

恵波ひでおの食器展ｰカタムクハルｰ
１１:００　蘭西ギャラリー 《詳細》☎２３ー１５００（同ギャラリー）

１ ㈯

パオパオバレエスクール発表会
１４:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ2076ｰ9350（赤塚）

グループ･アンダンテ･コンサート 有料
１６:００　文化センター 《詳細》☎４５ー６７７７（伊藤）

１㈯
～5/28㈰

佐々木俊二の世界展ｰ自由と平等 （ー油彩）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

４㈫
～5/17㈬

落ち着いたタッチから量感ある作品までｰ市所蔵作品展ｰ
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

８㈯
１５㈯

フロアゴルフ 交歓会 有料
９:３０ 新日鐵住金体育館 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

８㈯

母恋駅を愛する会 春の交通安全教室
１３:３０　母恋駅 《詳細》☎090ｰ8636ｰ1960（久保田）

国際ソロプチミスト室蘭
桜庭和とマリン合唱団ジョイントコンサート 有料　　
１４:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ4878ｰ4203（吉田）

９㈰
春の憲法の集い
講演会とドキュメンタリー映画『いのちの森　高江』有料
１４:００　中小企業センター 《詳細》☎２２‐４７１４（増岡）

１２㈬
健康教室 健康についてのお話
１３:３０　ふれあいサロンよってけ浜町

《詳細》☎２４ー２１１２（地域包括支援センター母恋）

１４㈮

ふれあいサロンお元気講座　
認知症と初期集中支援チームについて
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）

映画『弁護人』上映会 有料
１４:３０、１８:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

１６㈰

猫色ボランティア 保護猫の譲渡会 ※譲渡猫に一部医
１１:００ 住まいのウチイケ研修センター 療費の負担あり。
　　　（八丁平1ｰ42ｰ15） 《詳細》☎090ｰ6447ｰ7975（芳賀）

チャリティー オールディーズ・ライブ2017 有料
※中学生以下は無料。

１４:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ9757ｰ5010（藤井）

日 行　　　　事

１８㈫

健康講座 はぴらん体操と健康づくり
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

『笑福亭鶴笑の爆笑寄席』（パペット落語）有料
※小学生以上の親子が対象。

１９:００　市民会館 《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

２０㈭
～２３㈰

北海道写真協会室蘭支部 全室蘭写真展入賞作品展
１０:００（20日は12：00から）
　　　 ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎090ｰ9753ｰ5661（佐々木）

２０㈭
２２㈯
２７㈭

ふくろう文庫ミニ特別展『宋四家墨蹟選』
（故宮博物院／編集）
１０:００　図書館本館 《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

２２㈯

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃
※雨天時は2日後に順延。

１３:００ イタンキ浜海水浴場集合 《詳細》☎２３ー１０７５（菊地）

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ー６７７７（伊藤）

２３㈰

表千家同門会道南支部 ななかまど茶会 有料
※10日まで申し込み。

９:３０　文化センター 《詳細》☎２２ー３８８６（内山）

茶道裏千家淡交会室蘭支部 春の茶会 有料
１０:００　市民会館 《詳細》☎２２ー６４３８（菊地）

名作子ども映画会『三ねん寝太郎』上映会 有料
※2歳児未満は無料。

１０:２０　文化センター 《詳細》☎090ｰ3116ｰ9909（守屋教育映画）

２３㈰
～２８㈮

濱田啓塑うつわ展
１０:００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

２６㈬
人形劇団えりっこ『ふしぎの森のヤーヤー』有料

※幼児の親子が対象。
１８:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

２９㈯

日本野鳥の会室蘭支部 市民探鳥会 有料
※雨天時は30日に順延。26日まで申し込み。

８:３０ チャラツナイ展望台集合 《詳細》☎0142 ２ー３ー３１６９（篠原）

室蘭市民ウオーキング
すこやかウオーク 地球岬・春の妖精たちとの再会
９:００　開運公園（市役所隣）集合 ※コースは5・9キロメートル。

《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

２９㈯
３０㈰

日本野鳥の会室蘭支部 第30回バード展
１０:００　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎0142ｰ82ｰ3336（市毛）


