
　就労をテーマに「子どものときからで
きること・大人になってからもできるこ
と」と題して、自閉症者と発達障がい者
の支援施設の統括管理者 加藤潔氏がお
話をします。支援者や親、本人が就労に
向けてどのような準備をしていくとよい
のかを一緒に考えましょう。
日時　8月20日(日) 13:30～15:30
会場　中小企業センター
定員　先着50人
料金　500円
申込方法　8月1日から、住所・氏名・電
話番号・所属(保護者、保護者以外は職
業)を記入し、ファクスまたはメールで
詳細　同会・熊谷☎・　23ｰ1923
　　　　ld.in.muro@gmail.com

　パソコンの基礎・技術を学び、資格取
得や、社会人としての基礎能力の向上を
目指し、就職活動のイロハを身に付けま
す。説明会も随時開催します。
日程　8月28日(月)～11月27日(月)
　　　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　8月8日まで、ハローワークで
求職相談の上、申込書をNPO法人くるく
るネットに提出
詳細　NPO法人くるくるネット・鳥山
　　　☎070ｰ5601ｰ7968

　8月27日(日)の13:00から開催する、こ
づちまつりで行うフリーマーケットに出
店する人を募集します。
会場　天照教本部境内（柏木町37-31）
募集数　先着7区画
　　　　(1区画3メートル×3メートル)
申込方法　8月1日から20日まで、電話で
詳細　同実行委員会・宍戸☎55ｰ8782

　日本製鋼所内の瑞泉閣などの歴史的建
造物群と新日鐡住金知利別迎賓館を見学
します。バスで移動し、徒歩で見学します。
対象　健脚な人
日時　9月30日(土) 10:00～15:30
　　　(9:45まで、旧室蘭駅舎に集合)
定員　先着40人
料金　1,000円(昼食代、日本製鋼所内)
申込方法　8月１日から9月1日まで、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、往復
はがきまたはメールで
詳細　室蘭工業大学建築社会基盤系学科・武田
　　　☎46ｰ5252
　　　　050-8585水元町27-1
　　　　atake1@mmm.muroran-it.ac.jp

　木製のバーを使い、筋力・バランス・
ストレッチ･ほぐし･コーディネーション
の5つの要素を取り入れたエクササイズ
です。健康な未来を目指しましょう。
日時　8月6日(日) 1１:00～1２:０0
会場　サンライフ室蘭
定員　先着20人 
料金　1,000円
申込方法　８月１日から、電話で
詳細　山田☎090ｰ4879ｰ1120

 「楽しくカラダを動かすこと」をテーマ
に、運動経験や得意・不得意を問わず、楽
しみながら行っています。開催日などの
詳細は、フェイスブックをご覧ください。
日時　月10回程度 18:30～19:30または
19:30～20:30
会場　早坂産業２階(輪西町1-29-6)
　　　高砂第一会館(高砂町1-52-34)
料金　高校生以上…1コマ800円、２コ
マ1,500円、小中学生…500円
申込方法　当日会場で
詳細　同サークル代表・吉田
　　　☎090ｰ2077ｰ9048

　産後ライフアドバイザーによるワーク
ショップ「仲良し夫婦でいるために～男
女の考え方って違う」「私のビジョンシー
ト～どんな自分になりたい?」を行いま
す。子ども連れでの参加もできます(託
児なし)。
日時　9月9日(土) 13:30～15:00
会場　中小企業センター
定員　先着5組
料金　1組1,000円（１人での参加も可）
申込方法　8月1日から31日まで、電話か
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

　自作の創作、評論、随筆、詩、短歌、俳
句、川柳を募集します。
投稿規定　400字詰め原稿用紙で
　・創作および評論15～30枚程度
　・随筆3～5枚　・詩30行以内
　・短歌5首　　  ・俳句5句
　・川柳5句
　※規定外は、お問い合わせください。
申込方法　8月1日から9月15日まで、住
所・氏名・電話番号・題名・作品に掲載す
る氏名(ペンネーム可)を記入し、郵送で。
創作・評論・随筆は、ＣＤ、ＵＳＢ、メール
でも応募できます
応募先　
　　　　　051-0016幸町6-23
　　　　　mpr52@amber.plala.or.jp
詳細　室蘭文芸協会・井村☎22ｰ7063 

　基本動作やミット蹴りを行いますので、
運動しやすい服装で参加してください。
対象　5歳以上
日時　8月18日(金)・25日(金)
　　　18:00～18:50
会場　高橋ビル2階（中島町4-14-5）
定員　10人程度
申込方法　事前に電話で
詳細　同連盟・樋口☎080ｰ5594ｰ8618

こづちまつり
フリーマーケット出店者募集 無料

室蘭LDを考える会
教育講演会～就労に向けての準備～

FAX

室蘭空手道連盟 カラテ体験･見学会 無料

新エクササイズ からだバー体験

思春期活動推進会 ワークショップ「鉄のまち室蘭の原点を巡る」見学会

『いぶり文芸』作品募集

就職に役立つ職業能力を身に付けよう

フィットネスサークルGly  参加者募集
グリー

http://www.facebook.com/glyno
boribetsumurorann/

室蘭文化連盟「いぶり文芸編集委員会」
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実施日　８月２日(水) ･ ９日(水) ･ 23日(水) ･ 30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

司法書士による無料法律相談 (事前に申し込み)

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

市民相談 (生活の悩みなど)

実施日　８月21日(月)
　　　　　～25日(金)
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１階)
☎25ｰ2314
☎25ｰ2321
☎25ｰ2708

夜間納税相談
 (納付もできます)

相談
実施日　８月19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

行政書士くらしの
無料相談
 相続、各種認可、
 届け出などに関する相談(    　　　　　　　 )

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9月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、8月7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8月

実施日　８月18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

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、毎月10日までに申し込み)

実施日　８月10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

行政相談委員による定例相談（行政に関する相談）

実施日　8月10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

行政書士による
無料相談
(先着5人、事前に申し込み)

FAX
実施日　8月  5日（土）
　　　　　  26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

弁護士による
無料法律相談
（先着５人、事前に申し込み）

月8 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）

7/29㈯
～8/20㈰

本輪西ほたるの会 ホタル観賞会※虫よけスプレーは入場前に使用。
１９:３０　栗林庭園（本輪西町） 《詳細》☎090ｰ2814ｰ8612（工藤）

１㈫
～６㈰

手わざの仲間達作品展
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ9432ｰ6416（堀井）

１㈫
～9/18㈪

新収蔵作品展2017（書、工芸、油彩画など新たに収蔵された作品）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２㈬
３㈭

輪西稲荷神社 祭典（露店）
２日17:00、３日10:00　同神社境内《詳細》☎090ｰ6442ｰ1511（小林）

４㈮
５㈯

中嶋神社 祭典（露店）
４日15:00、５日9：00　同神社境内 《詳細》☎４５ー５８００（同神社）

４㈮
～６㈰

土と遊ぼう！ 陶芸体験教室 有料 ※事前に申し込みが必要。
１０:００、１３:３０　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

ローズマダー 油絵作品展
１０:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４７ー９９３８（伊藤）

５㈯ 合唱団あすなろうたごえ喫茶 みんなで九ちゃんを歌おう 有料
１３:３０　市民会館 《詳細》☎８６ー４６４３（田中）

５㈯
６㈰

御傘山神社 祭典（露店）
５日12:00、６日10：00
　　　 御前水公園（御前水町会館裏）《詳細》☎２２ー３９０９（同神社）

昭和20年進駐米軍が写した戦争写真展
１３:００ イオン室蘭店 《詳細》☎８３ー１７７３（鈴木）

陣屋稲荷神社 祭典（露店）
５日14:00、６日９:00
　　　 陣屋町会会館周辺 《詳細》☎５９ー６８７０（濱野）

  5㈯･  6㈰
12㈯･13㈰

輪西ものづくり工房2017 有料 ※小学生以上が対象。
（真っ赤に熱した鉄をたたいてキーホルダーなどを作る）
１０:００　輪西八条アトリエ 《詳細》☎８４ー５５１０（須藤）

５㈯
２０㈰

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）

６㈰

交通安全チャリティーレコードコンサート
１３:００　港の文学館 《詳細》☎２２ー１５０１（同館）

吉井眞琴ヴァイオリン教室 発表会
１３:００　文化センター 《詳細》☎090ｰ3396ｰ8084（清原）

６㈰
２７㈰

猫色ボランティア会室蘭 猫の譲渡会 ※譲渡猫に一部医
療費の負担あり。６日…住まいのウチイケ研修センター（八丁平1ｰ42ｰ15　　（八丁平1ｰ42ｰ15　　）

２７日…サークルホールＹＯＵ（中島町3ｰ27ｰ20）
１１:００ 《詳細》☎090ｰ6447ｰ7975（芳賀）

８㈫
地球岬・満月の会 満月観賞会 ※催し物はありません。
月の出…19:03、日の入り…18:48、月の見ごろ…７～９日
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

８㈫
～１０㈭

イタンキ浜鳴り砂を守る会 鳴り砂の展示・体験
同時開催 寺地健一 ペン画展
　　　　 藤井松夫 イタンキ浜写真展
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎２３ー１０７５（菊地）

９㈬

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 室蘭地区大会
10:20　文化センター 《詳細》☎２２ー７２７１（ＮＨＫ室蘭放送局）

健康教室（自宅で受けられる介護保険サービスが変わる、認知症予防）
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）

１１㈮ 有料
１４:００　文化センター 《詳細》☎２３ー７７５４（立野）

１１㈮
～１３㈰

高橋魁山 個展（書）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１１㈮
～２０㈰

フォトジェニックシティ室蘭写真展
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ9524ｰ7755（関）

１２㈯ 母恋駅を愛する会 楽しいみんなの音楽会
１３:３０　母恋駅 《詳細》☎090ｰ8636ｰ1960（久保田）

日 行　　　　事

１２㈯
１３㈰

白鳥台フェスティバル（露店、ステージ）
12日１７:００、13日１０：００
　　　 白鳥台中央自治商店会駐車場 《詳細》☎５９ー４６４９（上西）

東地区サマーフェスティバル（盆踊り、露店）
12日17:00 露店、18:00 子ども盆踊り、19:00 一般盆踊り
13日17:00 露店、18:00 子ども盆踊り、19:00 仮装盆踊り
　　　 イオン室蘭店駐車場 《詳細》☎４６ー３９３２（宮川）

１３㈰

室蘭栄高等学校吹奏楽団ＯＢ 奏友会定期演奏会
１５:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ6878ｰ7575（野村）

スーパーライブ笑 in 室蘭（ドランクドラゴン、平野ノラほか）有料
１６:００　文化センター 《詳細》☎４４ー９９２２（室蘭音楽文化協会）

１４㈪ むろらん裸みこし
１８:３０　中央町旧アーケード街 《詳細》☎２２ー５８８７（日栄）

１４㈪
１５㈫

室蘭八幡宮 祭典（露店）
１４日１２:００、１５日１０:００
　　　 裏浜通り（中央町） 《詳細》☎２４ー５５０８（丸山）

１５㈫
ふれあいサロンお元気講座（食中毒を防ぐ）
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）

１７㈭
～２０㈰

Liberta展（室蘭清水丘高校美術部卒業生、美術教諭の作品展）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１９㈯
２０㈰

ウエストサマーフェスティバル（盆踊り、露店）
19日11:00 露店、18:00 子ども盆踊り、19:00 一般盆踊り
20日10:00 露店、18:00 子ども盆踊り、19:00 仮装盆踊り
　　　 東室蘭駅西口広場 《詳細》☎４３ー３３４５（米塚硝子店）

２０㈰

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　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）

いけ花池坊巡回講座 有料
１０:００　市民会館 《詳細》☎２２ー３６７０（加藤）

ハンドメイドイベントヒカリの森（親子で楽しめるワークショップなど）
１０:００ ココス室蘭店 《詳細》☎080ｰ3293ｰ2909（高橋）

大谷室蘭高等学校吹奏楽部ＯＢ会 楽友会演奏会
１５:００　文化センター 《詳細》☎090ｰ2873ｰ3139（山本）

２２㈫ 市民公開がんセミナー「肺がんの外科的治療について」
１５:００ 製鉄記念室蘭病院がん診療センター《詳細》☎４７ー４４０４（同院）

２３㈬ 室蘭グラウンド・ゴルフ協会 体験交流会 有料
８:３０　入江運動公園芝生広場 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

２３㈬
～２５㈮

高文連室蘭支部 美術展・研究大会
９:３０　文化センター《詳細》☎８５ー０３５１（登別明日中等教育学校）

２３㈬
～２７㈰

全道展室蘭地区作家展（油彩、水彩、工芸など）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２４㈭
２６㈯

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　図書館本館 《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

２５㈮
～２７㈰

絵画サークル マーブル作品展（油彩、水彩、デッサンなど）
１０:００ イオン室蘭店 《詳細》☎４７ー９９３８（伊藤）

２６㈯
北海道大学民謡研究会合唱団わだち
夏季公演「うたと踊りの夕べ」有料
１７:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ6265ｰ3595（天野）

２６㈯
２７㈰

熊野神社 祭典（露店）
26日18:00、27日９:00　
　　　 水元町うぐいす公園 《詳細》☎４３ー０８５５（星野）

２６㈯
～9/3㈰

一期会北海道支部 絵画・写真展　
９:３０　道の駅｢みたら室蘭｣ 《詳細》☎090ｰ7653ｰ3851（森田）

２７㈰
西いぶりファーマーズマーケット（地元食材の直販、料理の提供）
１０:００ ビアキャビン横（中島本町1ｰ5ｰ30）

《詳細》☎８３ー６８５４（ナニナニ製菓）

２９㈫
～9/3㈰

日野しげを ちぎり絵作品展（92歳の同氏と介護士との共同作品）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）


