
むろらんの夏がくる！！

　室蘭市長を1日体験してみませんか？市民憲
章制定日の啓発活動や施設見学などを行います。
対象　市内に居住する小中学生
定員　2人程度
申込方法　7月14日まで、｢室蘭をこんなまち
にしたい｣をテーマに、原稿用紙1～2枚程度の
作文を添えて、ファクス、メールまたは郵送で
(応募作文で選考します)
《詳細》広報課 ☎25-2193　 25-2835
　　　　shimintaiwa@city.muroran.lg.jp
　　　　051-8511幸町1-2
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むろらん第
71
回港まつり

7/28 ～30金 日

港ふれあい広場
ステージ・大露店街
入江臨海公園横
28日(金)　16:00～22:00
29日(土)　11:00～21:00
30日(日)　11:00～20:00

29日(土)･30日(日)　

なかじま天国まつり

28金

納涼花火大会

詳しい日程は、7月下旬の新聞折り込みと、観光協会に設置されるチラシをご覧ください。
《詳細》むろらん港まつり実行委員会(観光協会内) ☎23-0102

約2,000発

ふ

30日

よさこいソーラン
　　　 インむろらん
14:00～
中島町(小雨実施）

15:30～
港ふれあい広場(小雨実施）

29土

総参加市民おどり
16:00～17:20
中央町(雨天中止）

室蘭ねりこみ
17:30～
中央町(小雨実施）

水族館の催し

7/24 ～月 8/11金

7/27 ～木 8/10木

10:00～14:007/21金

13:00～14:007/29土

イタンキ浜海水浴場

海水浴場オープン

《詳細》観光協会 ☎23-0102

(荒天中止)

電信浜児童遊泳場

ホタテ釣り遊び 水族館１日館長

水族館の仕事体験

(荒天中止)ペンギン名前当てゲーム

《詳細》電信浜児童遊泳場(開設期間中)
　　　☎090-1389-2981
　　　生涯学習課スポーツ振興(開設期間外)
　　　☎22-1112

フリーマーケット
出店者募集

エンルムマリーナ祭

・新鮮な魚介類の販売
・フリーマーケット
・よさこいソーラン
　　　　　　　　など
雨天時は屋内で実
施｡ただし､フリー
マーケットは中止
します。

料金　１区画(2メートル
四方)500円
募集区画数　40区画
　　　　募集区画数を超
　　　　えた場合は抽選
申込方法　7月5日(必着)
まで、代表者の住所・氏名・
電話番号・希望区画数(2区
画まで)を記入し、はがきで

《会場・詳細》室蘭港エンルムマリーナ ☎27-4188
　　　　　　　051-0035絵鞆町4-2-14

7/16 日

10:00～15:00

7/17 月

10:00～15:00

8/5 土・6 日
19:00～21:00

8/3 木・4 金
10:00～15:00

8/1 火
10:00～15:00

　動きやすい服装と靴
で、当日会場へお越し
ください。(荒天中止)

《詳細》室蘭海上保安部 　
　　　☎23-3133

申込方法　7月1日から15日まで(消印有効)、子どもの氏名・学校名・学年と保
護者の住所・氏名・年齢・電話番号・イベント名・希望日を記入し、はがきで
(はがき1枚につき1名・1組の応募)。当選者には、7月25日までに電話、また
ははがきで連絡

無料

無料無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

夜の水族館
親子見学学習

無料

チキウ岬
灯台一般公開

絶景を楽しもう！
海の日

開館時間　9:30～16:30
7/25～8/20は17:00まで開館
入館料　高校生以上300円
　　　　中学生以下と70歳以上は無料
　　　　年間パスポート1,000円
※7月17日の海の日は入館料無料。

対象　小学生　　定員　先着30人
申込方法　当日会場で

対象　市内に居住する小学4～6年生
内容　魚や海獣の餌やり、観察など
定員　1人(定員を超えた場合は抽選)

１日飼育係体験学習

対象　小学4～6年生
内容　魚や海獣の餌やり、プール清掃など
定員　各15人(定員を超えた場合は抽選)

《詳細》水族館 ☎27-1638 　051-0036祝津町3-3-12

7/16 日 9:45 または 10:45(各1時間程度)

クルーザーボート
体験クルーズ

対象　小学生と保護者
会場　保健センター
定員　先着15組
申込方法　7月3日から21日
まで、電話で
《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610 

親子はっぴいクッキング

調理実習
・カレー風味のミートパイ

・簡単ピーチババロアなど

食育講話
・栄養週間２０１７

「残さず食べて、　　　
　　　　　ごちそうさま」

9:00～12:00 または 13:30～16:30
7/31 ・月 8/4 金

10:00～13:00
7/27木

　白鳥大橋の主塔を見学後､港湾業務艇｢みさご｣
に乗船して、追直漁港沖合人工島Mランドを見
学します。
対象　小学4年生以上で、はしごや階段の昇り
降り、船への乗り降りができる健脚な人(中学生
以下は、保護者同伴)
集合場所　JR室蘭駅
定員　各12人(定員を超えた場合は抽選)
申込方法　7月7日(必着)まで、参加希望者全員
の住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号・
希望日と時間を記入し､はがきで(1枚で3人まで)
《詳細》室蘭開発建設部技術管理課 
　　　☎25-7028　 051-8524入江町1-14

室蘭開発建設部
現場見学会

7/28 金 6:40～8:30
対象　室蘭市・登別市在住の小学生
とその保護者
内容　競り・仲卸売り場の見学、マ
グロの解体見学(当日の入荷がなけ
れば中止)など
定員　30組
　　　(定員を超えた場合は抽選)
申込方法　7月３日、４日、６日～
８日に、電話または住所・親子の氏
名・学年・電話番号を記入し、ファ
クスで(当選者には、7月12日に電
話連絡)
受付時間　8:00～15:00
《会場・詳細》公設地方卸売市場
　　　　　　☎44-0016
　　　　　　　47-1750

夏休み親と子の
市場見学会

8/3 木 10:00～15:30

対象　小学3年生以上(小学3・
4年生は保護者同伴)
集合場所　青少年科学館
定員　先着40人
料金　50円(保険料)
申込方法　7月6日から9日ま
で、青少年科学館に備え付け、
またはホームページに掲載の用
紙に料金を添えて直接
《詳細》青少年科学館☎22-1058

JXTG
エネルギー㈱
室蘭製造所
施設見学会

FAX

FAX

8/1火
《詳細》市民憲章推進協議会(地域生活課内) ☎25-2223

市民憲章制定記念日
8/1 火 9:00～16:00

１日市長体験
市の施設を無料開放します

対象施設と開放時間 ※個人利用に限ります。

8/1火 9:30～12:00
対象　小学5・6年生
内容　①ティッシュボックス(金属加工)
　　　②光る風鈴(精密機械)
定員　①先着15人、②先着20人
申込方法　7月10日から13日まで、
電話で
《会場・詳細》室蘭高等技術専門学院
　　　　　　☎44-3522(9～17時）

ものづくり体験会

8/4 金 13:30～14:30
　廃材で作った組み木の｢いぬ｣に、紙
やすりをかけて完成させます。
対象　小学生
定員　先着20人
申込方法　7月4日から30日まで､電
話で
《会場・詳細》図書館本館 ☎22-1658

なつやすみ木工教室

7/9 日 10:30～15:00
　7月13日開催のいぶりガイアナイ
ト2017(10ページに掲載)に向け
て､キャンドルホルダーを作ります｡
会場　ふれあいサロンほっとな～る
《詳細》胆振総合振興局環境生活課
　　　☎24-9575

いぶりガイアナイト工房
in中島キャンドル
ホルダーづくり

対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
集合場所　室蘭港エンルムマリーナ
定員　各20人(定員を超えた場合は抽選)
申込方法　７月４日(必着)まで、代表者の住所・電話番号、乗船
希望者全員の氏名・性別・年齢・希望時間を記入し、はがきで
《詳細》エンルムマリーナ室蘭
　　　☎27-4188　 051-0035絵鞆町4-2-14
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入江臨海
公園

フェリー埠頭室蘭港

港ふれあい
広場

同時開催

今年から港ふれあい広場
(ステージ・大露天街)の
会場が変更になります。

水族館
(遊具施設を除く)
9:30～17:00

青少年科学館
(プラネタリウムを除く)
10:00～17:00

サンライフ室蘭
(体育館･トレーニング室のみ)
9:00～21:00

体育館
(宮の森町)

9:00～21:00

入江運動公園
陸上競技場
9:00～19:00

入江運動公園
温水プール

10:00～17:00

20:00～20:30
フェリー埠頭沖で打ち上げ
(雨天時は30日に延期）

　混雑が予想されますので､公共
交通機関をご利用ください。

　市民おどりの見本映像(VHS・DVD)、CDを無
料で貸し出します。無料講習会も実施しますので、
詳細はお問い合わせください。

《詳細》室蘭商工会議所 ☎22-3196

　夜の海の生き物などの様
子や観覧車からの夜景も楽
しめます。
対象　小学生と保護者(1人)
定員　各15組(定員を超え
た場合は抽選)

( )
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むろらんの夏がくる！！

　室蘭市長を1日体験してみませんか？市民憲
章制定日の啓発活動や施設見学などを行います。
対象　市内に居住する小中学生
定員　2人程度
申込方法　7月14日まで、｢室蘭をこんなまち
にしたい｣をテーマに、原稿用紙1～2枚程度の
作文を添えて、ファクス、メールまたは郵送で
(応募作文で選考します)
《詳細》広報課 ☎25-2193　 25-2835
　　　　shimintaiwa@city.muroran.lg.jp
　　　　051-8511幸町1-2
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7/28 ～30金 日

港ふれあい広場
ステージ・大露店街
入江臨海公園横
28日(金)　16:00～22:00
29日(土)　11:00～21:00
30日(日)　11:00～20:00

29日(土)･30日(日)　

なかじま天国まつり

28金

納涼花火大会

詳しい日程は、7月下旬の新聞折り込みと、観光協会に設置されるチラシをご覧ください。
《詳細》むろらん港まつり実行委員会(観光協会内) ☎23-0102

約2,000発

ふ

30日

よさこいソーラン
　　　 インむろらん
14:00～
中島町(小雨実施）

15:30～
港ふれあい広場(小雨実施）

29土

総参加市民おどり
16:00～17:20
中央町(雨天中止）

室蘭ねりこみ
17:30～
中央町(小雨実施）

水族館の催し

7/24 ～月 8/11金

7/27 ～木 8/10木

10:00～14:007/21金

13:00～14:007/29土

イタンキ浜海水浴場

海水浴場オープン

《詳細》観光協会 ☎23-0102

(荒天中止)

電信浜児童遊泳場

ホタテ釣り遊び 水族館１日館長

水族館の仕事体験

(荒天中止)ペンギン名前当てゲーム

《詳細》電信浜児童遊泳場(開設期間中)
　　　☎090-1389-2981
　　　生涯学習課スポーツ振興(開設期間外)
　　　☎22-1112

フリーマーケット
出店者募集

エンルムマリーナ祭

・新鮮な魚介類の販売
・フリーマーケット
・よさこいソーラン
　　　　　　　　など
雨天時は屋内で実
施｡ただし､フリー
マーケットは中止
します。

料金　１区画(2メートル
四方)500円
募集区画数　40区画
　　　　募集区画数を超
　　　　えた場合は抽選
申込方法　7月5日(必着)
まで、代表者の住所・氏名・
電話番号・希望区画数(2区
画まで)を記入し、はがきで

《会場・詳細》室蘭港エンルムマリーナ ☎27-4188
　　　　　　　051-0035絵鞆町4-2-14

7/16 日

10:00～15:00

7/17 月

10:00～15:00

8/5 土・6 日
19:00～21:00

8/3 木・4 金
10:00～15:00

8/1 火
10:00～15:00

　動きやすい服装と靴
で、当日会場へお越し
ください。(荒天中止)

《詳細》室蘭海上保安部 　
　　　☎23-3133

申込方法　7月1日から15日まで(消印有効)、子どもの氏名・学校名・学年と保
護者の住所・氏名・年齢・電話番号・イベント名・希望日を記入し、はがきで
(はがき1枚につき1名・1組の応募)。当選者には、7月25日までに電話、また
ははがきで連絡

無料

無料無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

夜の水族館
親子見学学習

無料

チキウ岬
灯台一般公開

絶景を楽しもう！
海の日

開館時間　9:30～16:30
7/25～8/20は17:00まで開館
入館料　高校生以上300円
　　　　中学生以下と70歳以上は無料
　　　　年間パスポート1,000円
※7月17日の海の日は入館料無料。

対象　小学生　　定員　先着30人
申込方法　当日会場で

対象　市内に居住する小学4～6年生
内容　魚や海獣の餌やり、観察など
定員　1人(定員を超えた場合は抽選)

１日飼育係体験学習

対象　小学4～6年生
内容　魚や海獣の餌やり、プール清掃など
定員　各15人(定員を超えた場合は抽選)

《詳細》水族館 ☎27-1638 　051-0036祝津町3-3-12

7/16 日 9:45 または 10:45(各1時間程度)

クルーザーボート
体験クルーズ

対象　小学生と保護者
会場　保健センター
定員　先着15組
申込方法　7月3日から21日
まで、電話で
《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610 

親子はっぴいクッキング

調理実習
・カレー風味のミートパイ

・簡単ピーチババロアなど

食育講話
・栄養週間２０１７

「残さず食べて、　　　
　　　　　ごちそうさま」

9:00～12:00 または 13:30～16:30
7/31 ・月 8/4 金

10:00～13:00
7/27木

　白鳥大橋の主塔を見学後､港湾業務艇｢みさご｣
に乗船して、追直漁港沖合人工島Mランドを見
学します。
対象　小学4年生以上で、はしごや階段の昇り
降り、船への乗り降りができる健脚な人(中学生
以下は、保護者同伴)
集合場所　JR室蘭駅
定員　各12人(定員を超えた場合は抽選)
申込方法　7月7日(必着)まで、参加希望者全員
の住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号・
希望日と時間を記入し､はがきで(1枚で3人まで)
《詳細》室蘭開発建設部技術管理課 
　　　☎25-7028　 051-8524入江町1-14

室蘭開発建設部
現場見学会

7/28 金 6:40～8:30
対象　室蘭市・登別市在住の小学生
とその保護者
内容　競り・仲卸売り場の見学、マ
グロの解体見学(当日の入荷がなけ
れば中止)など
定員　30組
　　　(定員を超えた場合は抽選)
申込方法　7月３日、４日、６日～
８日に、電話または住所・親子の氏
名・学年・電話番号を記入し、ファ
クスで(当選者には、7月12日に電
話連絡)
受付時間　8:00～15:00
《会場・詳細》公設地方卸売市場
　　　　　　☎44-0016
　　　　　　　47-1750

夏休み親と子の
市場見学会

8/3 木 10:00～15:30

対象　小学3年生以上(小学3・
4年生は保護者同伴)
集合場所　青少年科学館
定員　先着40人
料金　50円(保険料)
申込方法　7月6日から9日ま
で、青少年科学館に備え付け、
またはホームページに掲載の用
紙に料金を添えて直接
《詳細》青少年科学館☎22-1058

JXTG
エネルギー㈱
室蘭製造所
施設見学会

FAX

FAX

8/1火
《詳細》市民憲章推進協議会(地域生活課内) ☎25-2223

市民憲章制定記念日
8/1 火 9:00～16:00

１日市長体験
市の施設を無料開放します

対象施設と開放時間 ※個人利用に限ります。

8/1火 9:30～12:00
対象　小学5・6年生
内容　①ティッシュボックス(金属加工)
　　　②光る風鈴(精密機械)
定員　①先着15人、②先着20人
申込方法　7月10日から13日まで、
電話で
《会場・詳細》室蘭高等技術専門学院
　　　　　　☎44-3522(9～17時）

ものづくり体験会

8/4 金 13:30～14:30
　廃材で作った組み木の｢いぬ｣に、紙
やすりをかけて完成させます。
対象　小学生
定員　先着20人
申込方法　7月4日から30日まで､電
話で
《会場・詳細》図書館本館 ☎22-1658

なつやすみ木工教室

7/9 日 10:30～15:00
　7月13日開催のいぶりガイアナイ
ト2017(10ページに掲載)に向け
て､キャンドルホルダーを作ります｡
会場　ふれあいサロンほっとな～る
《詳細》胆振総合振興局環境生活課
　　　☎24-9575

いぶりガイアナイト工房
in中島キャンドル
ホルダーづくり

対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
集合場所　室蘭港エンルムマリーナ
定員　各20人(定員を超えた場合は抽選)
申込方法　７月４日(必着)まで、代表者の住所・電話番号、乗船
希望者全員の氏名・性別・年齢・希望時間を記入し、はがきで
《詳細》エンルムマリーナ室蘭
　　　☎27-4188　 051-0035絵鞆町4-2-14

旧
開
催
地

消
防
署
　

入
江
支
署

中央埠頭
客
船
バ
ー
ス

入江臨海
公園

フェリー埠頭室蘭港

港ふれあい
広場

同時開催

今年から港ふれあい広場
(ステージ・大露天街)の
会場が変更になります。

水族館
(遊具施設を除く)
9:30～17:00

青少年科学館
(プラネタリウムを除く)
10:00～17:00

サンライフ室蘭
(体育館･トレーニング室のみ)
9:00～21:00

体育館
(宮の森町)

9:00～21:00

入江運動公園
陸上競技場
9:00～19:00

入江運動公園
温水プール

10:00～17:00

20:00～20:30
フェリー埠頭沖で打ち上げ
(雨天時は30日に延期）

　混雑が予想されますので､公共
交通機関をご利用ください。

　市民おどりの見本映像(VHS・DVD)、CDを無
料で貸し出します。無料講習会も実施しますので、
詳細はお問い合わせください。

《詳細》室蘭商工会議所 ☎22-3196

　夜の海の生き物などの様
子や観覧車からの夜景も楽
しめます。
対象　小学生と保護者(1人)
定員　各15組(定員を超え
た場合は抽選)

( )
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　　　　　　　　　　 は申込不要です｡
当日､直接会場にお越しください。

中島商店会コンソーシアム
(登録認定第11号)

夏休みイベント
7/28 金 10:30～11:00

7/23 日 10:00～16:00

7/17 月 10:30～14:30

7/13 木・27 木 10:30～11:00

7/17 月 14:00～15:30 8/・ 6 日 10:30～12:00

7/29 土 8/20 日～ 19:30～20:30

7/22～8/13 の土・日曜日
10:00～15:00

8/5 土
10:00～12:00
13:00～15:00

イルカ・鯨ウオッチング

マークのイベント

《詳細》西いぶりリサイクルプラザ ☎59-0319

ラジオを作ろう 20人7/28(金)
10：30～12：30

ペットボトルロケット 20人7/29(土)
10：00～12：30

ビー玉でランプシェード
(ピラミッド型)を作ろう

各
15人

7/30(日)・8/5(土)
13：30～15：00

牛乳パックで
貯金箱を作ろう

各
20人

7/30(日)・8/7(月)
10：30～12：30

シルバー粘土でチャーム作り
※昼食を持参。 10人8/7(月)

11：00～14:00

ＵＶレジンでチャーム作り 20人8/8(火)
10：30～12：30

トイレットペーパーの
芯と空き箱で作る
ミニバスケット

各
20人

7/31(月)
10：30～12：30
8/6(日)

13:30～15:30

トイレットペーパーの
芯アート

各
20人

7/31(月)
13:30～15:30
8/6(日)

10:30～12:30

対象　小学生
申込方法　7月13日10時から、電話で

西いぶりリサイクルプラザ
なつやすみモノつくり講座

1,000円

1,000円

300円

300円

1,500円

500円

300円

300円

ロボットアリーナ
　　　　夏休みイベント

対象　小学1・2年生
定員　各10人(定員を超えた場合は抽選)

ピカピカ☆ボックスを作ろう！

　お湯や氷を使った実験を行います。
対象　小学生(小学1・2年生は、保護者同伴)
定員　先着20人
申込方法　7月4日から9日まで、電話か直接

サイエンススクール

夏休みの作品づくりや自由研究の
アドバイスをします

7/30 日 10:00～16:007/30 日 10:00～16:00

(　　　　  )保護者の保険
料は別途50円

(　　   )小学
3～6年生

物質の不思議を体験しよう

夏休み科学クラブ

申込方法　住所・氏名・学校名・学年・電話番号・イベント
名と希望日を記入し、ファクス、メール、ホームページ、
郵送または直接
《詳細》同大学総務広報課 ☎46-5016　 46-5032
　　　　chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp
　　　　050-8585水元町27-1

　あたたかい氷も作ります。
対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学
定員　20人(定員を超えた場合は抽選)
申込期間　7月7日まで

体験しよう！未来を変える
夢の新材料と不思議な超高圧の世界

無料

無料

無料

発明工夫教室
無料

自由研究相談会
無料

無料

室工大サイエンススクール 無料

　発明家の大空博士とロボットの宙太郎が宇宙船
で時間旅行へ！クイズを出しながらの楽しい大旅
行です。(小学生向けの内容)
期間　7月22日(土)～8月20日(日)
投影時間　13:30～14:00
　　　　　(11:00と15:00は通常投影）
定員　先着98人(入場券は当日販売)

プラネタリウム全天周
デジタル番組を上映します！

「３２１０出発進行!ぼくらの時間旅行」

無料

　小学生までの子どもがいる世帯がどさん
こ・子育て特典カードを提示すると、乗船
料金が半額に！夏休みの思い出に、親子で
楽しみませんか。
出航日程　8月31日(木)まで
　　　　　10:30　 7月19日までと8月
　　　　　　　　　　21日以降は大人10
　　　　　　　　　　人以上の団体のみ
　　　　　14:30　(大人5人以上)
受付場所　㈱エルム事務所
　　　　　(室蘭港エンルムマリーナ内)
料金　中学生以上6,000円
　　　(子育て特典カードで3,000円)
　　　小学生以下3,000円
　　　(子育て特典カードで1,500円)
　　　※未就学児は、大人１人につき１人
　　　　が無料。
申込方法　事前に電話で
《詳細》㈱エルム ☎27-1822

㈱エルム(登録認定第83号)

家族で和小物・ペーパー
クイリング手作り体験

　厚紙と和紙で籠、細長い紙を丸めて組み
合わせ花・動物を作ります。
対象　小学生以上
会場　蘭西ギャラリー
定員　各先着10人
料金　各500円
申込方法　7月15日まで、電話で
《詳細》平林紙店本店 ☎22-7255

㈱平林紙店(登録認定第6号)

輪西ものづくり工房２０１７

　真っ赤に熱した鉄をたたいて、キーホル
ダーや小物を作ります。
対象　小学生以上
会場　輪西八条アトリエ
料金　実費
《詳細》同実行委員会・須藤 ☎84-5510

NPO法人テツプロ
(登録認定第2号)

絵本の読み聞かせ

会場　イオン室蘭店
※サンキッズの読み聞かせは6ページをご覧
　ください。
《詳細》吉田 ☎43-5912

お母さんのモビール教室

対象　就学前の子どもと母親
定員　先着6組
料金　300円
申込方法　電話または直接
※子育て相談ふれあいセンターの職員
　が託児を受けるので、親子参加も可。
《会場・詳細》ふれあいサロンほっとな～る
　　　　　　☎50-6611

7/9日 11:00～16:00
会場　ふれあいサロンほっとな～る

会場　青少年科学館

本輪西ほたるの会
(登録認定第13号)

ホタル観賞会

会場　栗林公園（本輪西町）
《詳細》同会・工藤 ☎090-2814-8612

おはなしやさん
(登録認定第1号)

おもちゃの修理

《詳細》水木 ☎46-7550

※壊れたおもちゃを無料で修理します。 
　部品代がかかる場合があります。

おもちゃの病院｢中島｣
(登録認定第51号)

7/17 月 10:30～12:00 7/・ 22 土 14:00～16:00

対象　小学3・4年生
定員　各10人(定員を超えた場合は抽選）

密林の王者
タイガーロボットを作ろう！

7/22 土 10:30～12:30 8/・ 6 日 14:00～16:00

対象　小学5・6年生
定員　各6人(定員を超えた場合は抽選）

申込方法　7月7日まで、住所・氏名・学校名・学年・
電話番号・イベント名と希望日を記入し、ファクス、
メール、ホームページ、郵送、または直接
《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　　　　　☎・　46-5337
　　　　　　　ra_office@mmm.muroran-it.ac.jp
　　　　　　　050-8585水元町27-1

３Dプリンターを体験しよう
～ミニ掃除機を作る～

FAX FAX

木工工作クラブ
(流木アート)

化石を探そう

海藻クラブ
(海藻採取と標本作り)

天文クラブ
(天体望遠鏡作り)

電子工作クラブ
(ＡＭハコらじ)

300円

3,100円

10人

10人

2,300円
10人

500円10人

10人
1,000円

7/29(土)
10：00～11：30
7/29(土)

10：00～11：30

7/30(日)
10：00～11：30

7/30(日)
10:00～11：30

　 ＰＣクラブ
※昼食、作品を保存
　するＣＤを持参。

300円10人8/5(土)
10：00～14:00

8/4(金)
9：30～12：30

対象　小学生(4年生以下は、保護者同伴。1人につき1講座)
申込方法　7月1日から9日まで、青少年科学館に備え付け、またはホー
ムページに掲載の用紙に料金を添えて直接

　いずれも当日会場で申し込んでください。

7/29 土
10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

7/22 土
9:30～16:30

対象　小学2～6年生
会場　室蘭工業大学
定員　15人(定員を超えた場合は抽選)
申込期間　7月3日から14日まで

子どもたちに感動を！
理科が好きになる顕微鏡観察

8/8 火

8/3 木対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学ロボットアリーナ
定員　10人(定員を超えた場合は抽選)
申込期間　7月10日から21日まで

ソフトロボティクス入門
～柔らかいロボットを作ってみよう～

8/7月・ ・8火 9水対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学ロボットアリーナ
定員　10人(定員を超えた場合は抽選)
申込期間　7月10日から21日まで

Ｊｒ.ロボットスクール２０１７
サッカーコンテスト編

対象　小学3～6年生
会場　室蘭工業大学体育館
定員　9人(定員を超えた場合は抽選）
申込期間　7月10日から21日まで

ゴム動力飛行機を飛ばそう

むろらんの夏がくる！！ むろらんの夏がくる！！

大人300円、高校生100円
70歳以上と中学生以下は無料入館料

大人140円、高校生50円
小・中学生40円、幼児無料

プラネタリウム
入場料

《詳細》青少年科学館
　　　☎22-1058青少年科学館の催し

4広報むろらん 2017年7月5 広報むろらん 2017年7月



　　　　　　　　　　 は申込不要です｡
当日､直接会場にお越しください。

中島商店会コンソーシアム
(登録認定第11号)

夏休みイベント
7/28 金 10:30～11:00

7/23 日 10:00～16:00

7/17 月 10:30～14:30

7/13 木・27 木 10:30～11:00

7/17 月 14:00～15:30 8/・ 6 日 10:30～12:00

7/29 土 8/20 日～ 19:30～20:30

7/22～8/13 の土・日曜日
10:00～15:00

8/5 土
10:00～12:00
13:00～15:00

イルカ・鯨ウオッチング

マークのイベント

《詳細》西いぶりリサイクルプラザ ☎59-0319

ラジオを作ろう 20人7/28(金)
10：30～12：30

ペットボトルロケット 20人7/29(土)
10：00～12：30

ビー玉でランプシェード
(ピラミッド型)を作ろう

各
15人

7/30(日)・8/5(土)
13：30～15：00

牛乳パックで
貯金箱を作ろう

各
20人

7/30(日)・8/7(月)
10：30～12：30

シルバー粘土でチャーム作り
※昼食を持参。 10人8/7(月)

11：00～14:00

ＵＶレジンでチャーム作り 20人8/8(火)
10：30～12：30

トイレットペーパーの
芯と空き箱で作る
ミニバスケット

各
20人

7/31(月)
10：30～12：30
8/6(日)

13:30～15:30

トイレットペーパーの
芯アート

各
20人

7/31(月)
13:30～15:30
8/6(日)

10:30～12:30

対象　小学生
申込方法　7月13日10時から、電話で

西いぶりリサイクルプラザ
なつやすみモノつくり講座

1,000円

1,000円

300円

300円

1,500円

500円

300円

300円

ロボットアリーナ
　　　　夏休みイベント

対象　小学1・2年生
定員　各10人(定員を超えた場合は抽選)

ピカピカ☆ボックスを作ろう！

　お湯や氷を使った実験を行います。
対象　小学生(小学1・2年生は、保護者同伴)
定員　先着20人
申込方法　7月4日から9日まで、電話か直接

サイエンススクール

夏休みの作品づくりや自由研究の
アドバイスをします

7/30 日 10:00～16:007/30 日 10:00～16:00

(　　　　  )保護者の保険
料は別途50円

(　　   )小学
3～6年生

物質の不思議を体験しよう

夏休み科学クラブ

申込方法　住所・氏名・学校名・学年・電話番号・イベント
名と希望日を記入し、ファクス、メール、ホームページ、
郵送または直接
《詳細》同大学総務広報課 ☎46-5016　 46-5032
　　　　chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp
　　　　050-8585水元町27-1

　あたたかい氷も作ります。
対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学
定員　20人(定員を超えた場合は抽選)
申込期間　7月7日まで

体験しよう！未来を変える
夢の新材料と不思議な超高圧の世界

無料

無料

無料

発明工夫教室
無料

自由研究相談会
無料

無料

室工大サイエンススクール 無料

　発明家の大空博士とロボットの宙太郎が宇宙船
で時間旅行へ！クイズを出しながらの楽しい大旅
行です。(小学生向けの内容)
期間　7月22日(土)～8月20日(日)
投影時間　13:30～14:00
　　　　　(11:00と15:00は通常投影）
定員　先着98人(入場券は当日販売)

プラネタリウム全天周
デジタル番組を上映します！

「３２１０出発進行!ぼくらの時間旅行」

無料

　小学生までの子どもがいる世帯がどさん
こ・子育て特典カードを提示すると、乗船
料金が半額に！夏休みの思い出に、親子で
楽しみませんか。
出航日程　8月31日(木)まで
　　　　　10:30　 7月19日までと8月
　　　　　　　　　　21日以降は大人10
　　　　　　　　　　人以上の団体のみ
　　　　　14:30　(大人5人以上)
受付場所　㈱エルム事務所
　　　　　(室蘭港エンルムマリーナ内)
料金　中学生以上6,000円
　　　(子育て特典カードで3,000円)
　　　小学生以下3,000円
　　　(子育て特典カードで1,500円)
　　　※未就学児は、大人１人につき１人
　　　　が無料。
申込方法　事前に電話で
《詳細》㈱エルム ☎27-1822

㈱エルム(登録認定第83号)

家族で和小物・ペーパー
クイリング手作り体験

　厚紙と和紙で籠、細長い紙を丸めて組み
合わせ花・動物を作ります。
対象　小学生以上
会場　蘭西ギャラリー
定員　各先着10人
料金　各500円
申込方法　7月15日まで、電話で
《詳細》平林紙店本店 ☎22-7255

㈱平林紙店(登録認定第6号)

輪西ものづくり工房２０１７

　真っ赤に熱した鉄をたたいて、キーホル
ダーや小物を作ります。
対象　小学生以上
会場　輪西八条アトリエ
料金　実費
《詳細》同実行委員会・須藤 ☎84-5510

NPO法人テツプロ
(登録認定第2号)

絵本の読み聞かせ

会場　イオン室蘭店
※サンキッズの読み聞かせは6ページをご覧
　ください。
《詳細》吉田 ☎43-5912

お母さんのモビール教室

対象　就学前の子どもと母親
定員　先着6組
料金　300円
申込方法　電話または直接
※子育て相談ふれあいセンターの職員
　が託児を受けるので、親子参加も可。
《会場・詳細》ふれあいサロンほっとな～る
　　　　　　☎50-6611

7/9日 11:00～16:00
会場　ふれあいサロンほっとな～る

会場　青少年科学館

本輪西ほたるの会
(登録認定第13号)

ホタル観賞会

会場　栗林公園（本輪西町）
《詳細》同会・工藤 ☎090-2814-8612

おはなしやさん
(登録認定第1号)

おもちゃの修理

《詳細》水木 ☎46-7550

※壊れたおもちゃを無料で修理します。 
　部品代がかかる場合があります。

おもちゃの病院｢中島｣
(登録認定第51号)

7/17 月 10:30～12:00 7/・ 22 土 14:00～16:00

対象　小学3・4年生
定員　各10人(定員を超えた場合は抽選）

密林の王者
タイガーロボットを作ろう！

7/22 土 10:30～12:30 8/・ 6 日 14:00～16:00

対象　小学5・6年生
定員　各6人(定員を超えた場合は抽選）

申込方法　7月7日まで、住所・氏名・学校名・学年・
電話番号・イベント名と希望日を記入し、ファクス、
メール、ホームページ、郵送、または直接
《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　　　　　☎・　46-5337
　　　　　　　ra_office@mmm.muroran-it.ac.jp
　　　　　　　050-8585水元町27-1

３Dプリンターを体験しよう
～ミニ掃除機を作る～

FAX FAX

木工工作クラブ
(流木アート)

化石を探そう

海藻クラブ
(海藻採取と標本作り)

天文クラブ
(天体望遠鏡作り)

電子工作クラブ
(ＡＭハコらじ)

300円

3,100円

10人

10人

2,300円
10人

500円10人

10人
1,000円

7/29(土)
10：00～11：30
7/29(土)

10：00～11：30

7/30(日)
10：00～11：30

7/30(日)
10:00～11：30

　 ＰＣクラブ
※昼食、作品を保存
　するＣＤを持参。

300円10人8/5(土)
10：00～14:00

8/4(金)
9：30～12：30

対象　小学生(4年生以下は、保護者同伴。1人につき1講座)
申込方法　7月1日から9日まで、青少年科学館に備え付け、またはホー
ムページに掲載の用紙に料金を添えて直接

　いずれも当日会場で申し込んでください。

7/29 土
10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

7/22 土
9:30～16:30

対象　小学2～6年生
会場　室蘭工業大学
定員　15人(定員を超えた場合は抽選)
申込期間　7月3日から14日まで

子どもたちに感動を！
理科が好きになる顕微鏡観察

8/8 火

8/3 木対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学ロボットアリーナ
定員　10人(定員を超えた場合は抽選)
申込期間　7月10日から21日まで

ソフトロボティクス入門
～柔らかいロボットを作ってみよう～

8/7月・ ・8火 9水対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学ロボットアリーナ
定員　10人(定員を超えた場合は抽選)
申込期間　7月10日から21日まで

Ｊｒ.ロボットスクール２０１７
サッカーコンテスト編

対象　小学3～6年生
会場　室蘭工業大学体育館
定員　9人(定員を超えた場合は抽選）
申込期間　7月10日から21日まで

ゴム動力飛行機を飛ばそう

むろらんの夏がくる！！ むろらんの夏がくる！！

大人300円、高校生100円
70歳以上と中学生以下は無料入館料

大人140円、高校生50円
小・中学生40円、幼児無料

プラネタリウム
入場料

《詳細》青少年科学館
　　　☎22-1058青少年科学館の催し
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