
　港の文学館では、朗読会やイベント、
毎月１回行っているギャラリートークな
どで音楽ミニライブを開催しています。
ボランティアで演奏して
くださる人を募集します。
　詳細は、お問い合わせ
ください。
詳細　室蘭文学館の会
　　　☎22ｰ1501

日時　4月22日（日）8:30～15:00
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・杉浦☎090ｰ8705ｰ9727

　患者さんとその家族に寄り添う緩和ケ
ア病棟でのボランティア活動に興味のあ
る人なら、どなたでも参加できます。
日時　４月28日（土）10:00～11:30
申込方法　４月27日まで、電話で
詳細　日鋼記念病院医療福祉相談室
　　　☎22ｰ2225

　初参加の人には、ボウリングのシュー
ズを差し上げます。
対象　２人の年齢を合わせて
　　　120歳以上になるペア
日程と時間

会場　ディノスボウル室蘭（東町4ｰ31ｰ3）
定員　各先着10組（２人１組）
料金　各1組5,000円
　　　（貸靴代、保険料を含む）
申込方法　4月10日まで、電話で
詳細　同協会･福田☎080ｰ4600ｰ2112

　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

　室蘭連盟ジュニア
対象　小学３～６年生（保護者同伴）で、
４月から１年を通して継続できる人
日程　4月から(通年、詳細は別途連絡)
会場　高砂テニスコートなど
　　　（冬期間は体育館）
定員　先着10人
料金　年額12,000円（保険料を含む）
申込方法　４月１日から、電話または
ファクスで
　ソフトテニス教室
　ラケットは、無料貸出をしています。
対象　小学生以上
　　　　中学生・高校生は、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12日～８月18日（土・日曜日、
全10回）13:00～15:00
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
　　　（各保険料を含む）
申込方法　５月12日12時30分から、会
場で。雨天時は管理棟で受け付けのみ

詳細　同連盟・杉野
　　　☎・　55ｰ7703（19時以降）

　ポールを使って、どなたでも簡単に運
動ができます。公認指導員が、歩き方や
ポール操作を指導します。
対象　18歳以上の市民
日時　４月22日（日）9:30～11:00
料金　300円
申込方法　当日９時から、崎守臨海公園
で受け付け
詳細　同協会・黒政
　　　☎090ｰ9087ｰ5068

　「子どもの笑顔を引き出したい」「子ど
もと上手に向き合いたい」「子育てのコツ
を学びながら、気持ちを分かち合いた
い」などの思いがある人は、気軽に参加
してください。
日時　４月15日から、毎月第３日曜日
　　　10:00～11:30
会場　サンライフ室蘭
料金　500円
申込方法　毎月10日まで、住所・氏名・
電話番号を記入し、メールで
詳細　同会・高村☎090-1302-5116
　　　　bird.bees2010@gmail.com

　体験や見学もできます。
日時　４月17日から、毎月第３火曜日
　　　（全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

　自由に踊って楽しむサークルです。
日時　４月７日から、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　当日、会場で
詳細　アークスダンス愛好会・斉藤
　　　☎090ｰ6695ｰ3470

　基礎から一緒に学んで、楽しく動きま
せんか。見学や体験もできます。
日程と会場
　毎週火曜日…輪西中核施設集会室
　　　　　　　（ぷらっと。てついち）
　毎週木曜日…文化センター
時間　19:00～20:30
料金　月額2,500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

FAX

室蘭ソフトテニス連盟

スペイン語講座（初級：日常･旅行会話）

社交ダンスサークル

四正太極拳教室・武ring

緩和ケアボランティア講習会

室蘭パークゴルフ協会
ルールとマナーの研修会

港の文学館
音楽演奏ボランティアの募集 

室蘭ボウリング協会
めざせ長寿ボウラー･ボウリングペア講習会

無料

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 団員募集 

室蘭ノルディックウォーキング協会
春のノルディックウォーキング講習会

思春期活動推進会
子育ての〝わ〞～輪と和～

10:30～12:30

13:30～15:30

1 期

2 期

4月11日･18日･
　　25日(水)
4月12日･19日･
　　26日(木)

時　間コース 日程（3日間）

( )

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 2018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。

室蘭市のSNS利用を
市では、SNS（ソーシャルネットワーキン
グサービス）を使って情報発信しています。
市政情報や行事・イベントの紹介のほか、
防災情報などもお知らせしていますので、
ご利用ください。

ツイッター
（＠Muroran_City）

フェイスブック
（@muroran.city）

インスタグラム
（muroran.city）

日 行　　　　事

～5/6㈰ 風景に息づく歴史－伊藤正の対象へのまなざし－（油彩）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

～5/20㈰
命の神秘 西村徳一展（油彩）
－胞子が芽生え浮遊する不思議な空間－
15日13:30　ギャラリートーク
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１㈰
３０㈪

地球岬・満月の会 満月鑑賞会 ※催しはありません。
1日 月の出…１８:４５、日の入り…１８:０２、月の見ごろ3/31～4/2
30日 月の出…１８:３９、日の入り…１８:３５、月の見ごろ4/29～5/1
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

５㈭
映画『ユダヤ人を救った動物園
～アントニーナが愛した命～』上映会 有料
１４：３０、１８:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

５㈭
～８㈰

恵波ひでおの食器展－たっぷりとゆったりと
１１:００　蘭西ギャラリー 《詳細》☎090ｰ2075ｰ4626（恵波）

７㈯
グループアンダンテ１５周年記念コンサート 有料
～「軌跡と未来」～歌とピアノ
１６:００　市民会館 《詳細》☎４５ー６７７７（伊藤）

８㈰ 篠崎月美舞踊公演（日本舞踊）有料
１７:００　市民会館 《詳細》☎070ｰ5580ｰ0063（篠崎）

８㈰
１５㈰

おもちゃの病院「中島」（壊れたおもちゃの修理）
８日１１:００　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
１５日１０:００　青少年科学館 《詳細》☎４６ー７５５０（水木）

１1㈬
健康教室 脳の活性化で認知症予防
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）

１２㈭
２６㈭

おはなしやさん読み聞かせ
１０:３０ イオン室蘭店 《詳細》☎４３ー５９１２（吉田）

１３㈮
ふれあいサロンお元気講座　
認知症について～て～て 理解を深めよう！！～
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）

１４㈯ 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）

１５㈰ オールディーズライブ２０１８ 有料
１４:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ1525ｰ2643（内田）

１７㈫

北海道高等学校文化連盟 室蘭・苫小牧支部軽音楽大会
１３:００　市民会館 《詳細》☎４４ー４７８３（室蘭東翔高校・野中）

健康講座 はぴらん体操・健康の秘訣
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

日 行　　　　事

１９㈭ 

ノルディックウォーキング　　　　　　
９:３０　旧室蘭駅舎集合 《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

民音創立55周年・日中平和友好条約締結40周年記念
北京民族楽団演奏会
「風華国楽～日中の四季を彩る名曲の調べ～」有料
１８:３０ 室ガス文化センター 《詳細》☎２２ー６９１９（MINｰON室蘭）

１９㈭
～２２㈰

北海道写真協会室蘭支部 全室蘭写真展
１０:００（19日は12:00から）
　　　 ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎090ｰ9753ｰ5661（佐々木）

１９㈭
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）

２１日㈯

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 イタンキ浜海岸 《詳細》☎２３ー１０７５（菊地）

伊藤珠里門下生全員による２台ピアノのコンサート
１４:３０　市民会館 《詳細》☎４５ー６７７７（伊藤）

劇団なんじゃもんじゃ「きずだらけのリンゴ」有料
※小学１年生～高校生の親子が対象。

１８:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

２１㈯
～２６㈭

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

２２㈰ 映画『沖縄～標的の島 風かたか』上映会 有料
１０：３０、１３:３０　市民会館 《詳細》☎４３－２８９５（富盛）

２５㈬
人形劇団ののはな『ともだちげきじょう』有料
（「うどんのうーやん」ほか） ※就学前の子どもと保護者が対象。
１８:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

２６㈭
糖尿病教室－薬物療法について－（医師、薬剤師のお話）
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）

２８㈯

日本野鳥の会 市民探鳥会 有料 ※雨天時は29日に順延。
　　　 申し込みは25日まで。

８:３０ チャラツナイ展望台集合《詳細》☎0142ｰ38ｰ2593（福田）

室蘭ウォーキング協会 すこやかウォーク 有料
すこやかロード～地球岬散策路ウォーク
９:００　開運公園（市役所本庁舎隣）集合

《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

２８㈯
～5/6㈰

わざの里山あかり展（和紙、木、ガラスなどで制作した照明器具）
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ4872ｰ9058（江口）

２９㈰
猫色Ｐrotectionむろらん 猫の譲渡会 ※譲渡猫に一部医

　　療費の負担あり。１１:００ 住まいのウチイケ研修センター
　　 （八丁平1ｰ42ｰ15） 《詳細》☎090ｰ6447ｰ7975（芳賀）


