
　当日12時から事前に整理券を配布し
ます。駐車場がないため、公共交通機関
をご利用ください。
日時　5月13日(土) 13:30～
会場　母恋駅
詳細　母恋駅を愛する会・久保田　
　　　☎090ｰ8636ｰ1960

　がん治療で頭髪が抜け、ウィッグの購
入を検討している人に、ウィッグを貸し
出します。
日時　5月3日(水) 10:00～12:00
会場　カフェ・ソラーナ(八丁平3-38-1)
申込方法　事前に電話で
詳細　ホット・ハンドむろらん・久保
　　　☎090ｰ3398ｰ5435
　　　

　ラケットの貸し出しもあります。
対象　中学生以上
日時　6月3日～8月12日 (土曜日、全8回)
　　　10:00～12:00
会場　祝津公園テニスコート
定員　各コース先着10人
料金　8,000円
申込方法　住所・氏名・年齢・電話番
号・希望のコースを記入し、メールで
詳細　室蘭テニス協会・渡辺
　　　☎43ｰ6373(平日は19時以降)
　　　　 mta_entry@yahoo.co.jp

　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。
日時　5月13日・27日 (毎月第２・４土曜日)
　　　12:30～14:30　
会場　社会福祉協議会(東町2-3-3)
料金　高校生以下無料、大人300円
申込方法　当日、直接会場へ
詳細　室蘭母子福祉会☎84ｰ8730

 ソフトテニス教室
　ラケットの貸し出しもあります。
対象　小学生以上(中学生は、学校内に
ソフトテニス部がない人。小中学生は保
護者同伴）
日時　5月13日～8月12日
　　　(土・日曜日、全9回)
　　　13:00～15:00(一般は16:00まで)
会場　高砂テニスコート
料金　小中学生2,000円、高校生以上
　　　4,000円(保険料を含む)
申込方法　5月13日12時30分から、会場で
 室蘭連盟ジュニア
　小学3～6年生(保護者同伴)を対象に1年
を通して継続できる人を募集しています。
日時　5月13日から(通年)13:00～16:00
会場　高砂テニスコートなど(冬季は体育館)
定員　先着20人
料金　年額12,000円（保険料を含む）
申込方法　5月13日12時から、会場で
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　雨天時は、受け付けのみ行います。
詳細　同連盟・下國
　　　☎44-8666(19～21時まで)

日時　5月28日(日) 8:30～12:30
　　　(小雨決行)
集合場所　だんパラ公園第２駐車場
　　　　　ログハウストイレ前
用意する物　雨具、昼食、飲み物、手袋、
タオル、帽子、登山靴または履きなれた
運動靴
申込方法　当日、集合場所で
詳細　室蘭山岳連盟・山岸☎86ｰ8083

日時　5月21日(日) 8:30～15:30
会場　白鳥大橋パークゴルフ場
料金　600円(コース使用料含む)
申込方法　5月15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
に備え付けの申し込み用紙に料金を添え
て直接
詳細　室蘭パークゴルフ協会・中山 
　　　☎090ｰ7643ｰ9805

　水泳が初めての人や経験者をコース別に
指導しています。無料で体験もできます。
日時　月曜日…上級者
　　　金曜日…初・中級者
　　　いずれも18:00～19:30
会場　入江運動公園温水プール
料金　年会費12,000円(入会月によって
変わります)月額2,000円
申込方法　5月1日から、電話で
詳細　中村☎090ｰ9083ｰ6198

硬式テニス講習会（初級・中級コース）

第250回母恋駅を愛する会

「地球岬」を作詞作曲した
さとう宗幸さんをみんなで囲もう

室蘭ソフトテニス連盟

子ども食堂「なかよし食堂」 室蘭岳山開き登山会・清掃登山 無料

ホット・ハンドむろらん

レンタルウィッグ相談会 無料

室蘭マスターズクラブ 会員募集

楽しく泳いで体と心をリフレッシュ

体育協会・室蘭パークゴルフ協会共催

パークゴルフのルールとマナーの研修会

□ 政治的、宗教的なもの
□ 営利目的のもの
 
□ 公序良俗に反するもの
□ 特定の個人・団体の相互連絡のためのもの
□ 公共性、公益性を損なうもの
□ その他、掲載がふさわしくないもの

　伝言板に掲載するにはいくつかルールがあり、
右の項目に該当するものなどは掲載できません。
また、紙面に限りがあるため、掲載できない場合
があります。ご了承ください。

（将来的に営利につながる可能性があるものを含む）
についての掲 載伝 言 板

《詳細》広報課☎25-2193

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6月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、5月8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5月

※測量山山開きの詳細は、8ページをご覧く
　ださい。

月5 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。

測量山桜見の集い

《詳細》測量山桜ロード実行委員会・池田
　　　☎43ｰ8855

　測量山の山開きに合わせ、野鳥や草
花などの自然に囲まれながら、350本
の桜のお花見ができます。
日時　５月14日(日)　10:00～13:00
会場　唐松平

白鳥台桜まつり

※お花見会場周辺には駐車場がありませんので、
　公共交通機関をご利用ください。

《詳細》同実行委員会・伝法谷☎59ｰ2338

母恋富士下サクラ並木
お花見広場

《詳細》母恋富士下サクラ並木の会・早川
　　　☎090ｰ7517ｰ2116

　ソメイヨシノや八重桜をはじめ、貴
重な鹽竈桜など、29種・約130本の桜
が植樹されています。
日程　5月1日(月)～19日(金)
会場　母恋北町お花見広場

しお がま

雨天
中止

　よさこいソーランや抽選会を行いま
す。また、フリーマーケットの出店者を募
集（定員なし）します。
日時　５月21日(日)　9:30～15:00
会場　白鳥台北公園
料金　1区画500円
申込方法　5月1日から前日まで、電話で

祝津さくらまつり

《詳細》同実行委員会・酒本商店☎27ｰ1111

　フリーマーケットの出店者を募集しま
す。当日は、ジンギスカン（有料）も用意
しています。
日時　5月28日(日)　10:00～15:00　
会場　祝津さくら公園(祝津会館裏)
定員　先着30組　料金　1区画500円
申込方法　5月15日から23日まで、電話で

わしべつ川沿い
桜まつり

《詳細》同実行委員会・佐藤
　　　☎43ｰ8300

　鷲別川沿いに咲き誇る八重桜は壮観。
露店・ステージの開催時間や内容など
の詳細は、お問い合わせください。
日程　5月27日(土)・28日(日)　
会場　高砂３丁目公園

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）

～１７㈬ 落ち着いたタッチから量感のある作品まで－市所蔵作品展－
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

～２８㈰ 佐々木俊二の世界展－自由と平等そして腐敗の構図－（油彩）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１㈪
～14㈰

母の日似顔絵展
９:００ イオン室蘭店 《詳細》☎４５ー１４１４（同店）

３㈬
～７㈰

Ｍio.Ｋイラスト展　
９:３０　道の駅｢みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ5955ｰ8823（栗橋）

６㈯ 映画『太陽の蓋～3.11原発震災官邸ドラマ』上映会 有料
１４:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー２８９５（富盛）

１１㈭
地球岬・満月の会 満月観賞会 ※催し物はありません。
月の出…１８:５５、日の入り…１８:４７、月の見ごろ 10～12日
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

１１㈭
２２㈪

室蘭グラウンド・ゴルフ協会 有料
11日…春季会長杯　22日…体験交流会
８:３０　入江運動公園芝生広場 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

１３㈯ 室蘭音楽協会 市民オーケストラ 名曲コンサート 有料
１８:３０　市民会館 《詳細》☎４７ー２３１３（立木）

１４㈰ 映画『母～小林多喜二の母の物語』上映会 有料
１１:００、１４:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー２８９５（富盛）

１５㈪

ふれあいサロンお元気講座　
地域包括支援センターと介護サービスの紹介　
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）

１６㈫ 健康講座 測量山へ花見に行こう
１１:００　清水町会館集合 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

１８㈭

市民公開がんセミナー「大腸がんについて」
１５:００　製鉄記念病院がん診療センター《詳細》☎４７ー４４０４（同院）

日置寿美子×吉井眞琴×吉井健太郎（ピアノ、バイオリン、チェロ）有料
トリオ・オーキッドウィーンからの贈り物
１９:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ3116ｰ2607（清原）

１８㈭ 
～２１㈰

墨蘭会 水墨画展
１０：００ （１８日は13:00から）
　　　 市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１８㈭
２５㈭
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）

日 行　　　　事

２０㈯

北海道言友会 室蘭ブロック例会 有料
１５:００　障害者福祉総合センター（ぴあ216）

《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

室蘭混声合唱団 定期演奏会 有料 ※高校生以下は無料。
１５:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ1649ｰ7744（石塚）

２０㈯
２１㈰

室蘭栄高等学校吹奏楽団 定期演奏会 有料
20日17:00　21日14:00 ※小学生以下は無料。
　　　 文化センター 《詳細》☎４４ー３１２８（同校）

２１㈰

江差追分全国大会日胆地区選抜大会 有料
１０:００　市民会館 《詳細》☎0144ｰ33ｰ5813（伊藤）

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

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃
１３:００ イタンキ浜海水浴場集合 《詳細》☎２３ー１０７５（菊地）

２５㈭
～２７㈯

うまいもの市（岩手、秋田、鹿児島などから15店が出店）
１０:００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

２６㈮ 源氏物語に親しむ 藤袴～ふぢばかま～ 有料
１３:００　港の文学館 《詳細》☎５５ー５３６３（増子）

２６㈮ 
２７㈯

ハンドメイド展×女子力向上委員会（手作り雑貨販売とワークショップ）
１０：００　市民会館 《詳細》☎５５ー２７２２（鈴木）

２６㈮ 
～２８㈰

すこし工房 ステンドグラス作品展
１０:００　コミュニティスペースたんね（高砂町1ｰ47ｰ11）

《詳細》☎090ｰ8909ｰ1898（岩本）

２７㈯ 菜の花会ＣＯＮＣＥＲＴすてきな夜を感じて…（クラシック）有料
１６:００　市民会館 《詳細》☎４５ー０６６９（神野）

２７㈯
２８㈰

絵鞆神社祭典（露店）
27日１４:００　28日９:００
　　　 絵鞆町会館横駐車場 《詳細》☎２７ー２５４４（藤原）

２８㈰

室蘭歌謡連盟 歌謡フェスティバル 有料
１２:００　市民会館 《詳細》☎２２ー７０３０（田丸）

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

室蘭清水丘高等学校吹奏楽団 定期演奏会 有料
15:00　文化センター ※小学生以下は無料。

《詳細》☎２３ー１２２１（同校・三浦）

３０㈫ 映画『人生フルーツ』上映会 有料
１４:３０、１８:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

３１㈬ 
～7/30㈰

矢元政行展（油彩）
１０：００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）


