
音楽
スタジオ

多目的室

和室

研修室

料理スタジオ

交流ひろば

工芸
スタジオ

小会議
室1

ホール

小会議
室2

市民活動
センター

プレイコート

キッズパーク

カフェ
コーナー

交流ひろば

エントランスホール

管理事務室入口

ブックパーク

読み聞かせ
の部屋

自習スペース

《詳細》生涯学習課  
 　　  ☎22-5081
　　   生涯学習センター「きらん」
         ☎83-7750

東室
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ドーミーイン
東室蘭
●

中島公園

知利
別川

室蘭市
生涯学習センター「きらん」
中島町2丁目22番1号

37

1階

日程(12月) 時　　間 イベント 会　　場 内　　　　容

1日（土）

１日（土）
２日（日）

１(土)
～16日(日)

２日（日）

15日（土）

10:00～

13:30～15:30

10:00～17:00

10:00～20:00

１日 10:00～17:00
２日  9:00～16:00

13:30～15:30

13:30～15:30

５冊借りてラッキープレ
ゼントをゲットしよう

本を5冊借りて、手作りガチャガチャにチャレンジ。また
5冊借りた人にオリジナルブックカバーをプレゼント
（いずれも数量限定）

詳細は、下記をご覧ください。

詳細は、下記をご覧ください。

きらんオープン記念講演１

きらんオープン記念講演１ きらんオープン記念講演2

小学生までの子ども（保護者同伴）を対象に、無料開放
します。利用は45分間の入替制で、各日10時から整理
券を配布します。

キッズパーク無料開放

ブックパーク

キッズパーク

多目的室

多目的室

市民活動ミュージアム 市民活動
センター

市民活動センターの登録団体や機能を紹介するパネル
展や、市民活動団体によるステージ発表、体験講座など
を行います。

文豪をモチーフに製作した粘土人形とパネルの展示会
です。

高山美香「ちまちま人形展」ブックパーク

きらんオープン記念講演２

研修室
実験好き集まれ
室工大の若手教員
と科学実験しよう！

「熱」をキーワードにした実験を行います。
対象　小学5年生～中学生(保護者同伴可)
定員　先着20人(同伴者を除く)
申込方法  11月21日から12月7日まで、室蘭工業大学に
備え付け、またはホームページに掲載の申込書で
《詳細》同大学総務広報課 ☎46-5016

要申込

　北海道新聞朝刊「シニア世代」を担当する福田淳一さんの
講演です。高齢化社会で第二の人生を
豊かにいきいきと過ごすために、多く
の取材の経験からお話します。
講師　北海道新聞編集委員
　　　福田 淳一 さん
日時　12月1日(土)13:30～15:30
会場　多目的室
申込方法　当日会場で

　室蘭市出身で倉本聰プロデュー
スのニングルテラス「富良野塾の
店　森の楽団」で木人形を作成する、
髙木誠さんによる講演と木人形の
展示を行います。
講師　木人形作家　髙木 誠 さん
日時　12月2日(日)13:30～15:30
会場　多目的室
申込方法　当日会場で

時間　13:00～16:30
森の楽団作品展示会

2
階

ブックパーク （図書室） 市民活動センター

キッズパーク (子どもの遊び場)

交流ひろば

貸室

10:00～20:00
月1回の図書整理日、
年末年始は休み

　ダンスなどの軽運動や調理、軽音楽などの活動を行うことができる有料の
貸室があります。利用には予約が必要です。料金や予約方法は、市ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせください。

　市民活動センターを移転し、市民の
皆さんの活動をサポートします。

月～金曜日　9:00～21:00
土曜日　9:00～17:00
(日曜日、祝日、年末年始は休み)

　たくさんの遊具が揃っている遊べるスペー
スです。プレイコートのみ18:00から20:00ま
で子ども以外も利用できます。

きらんの中はどうなっているの？きらんの中はどうなっているの？

10:00～17:00

9:00～22:00（年末年始は休み）

（火曜日、年末年始は休み）

秘

（　　　　　）

読み聞かせの部屋

音楽スタジオ 多目的室

料理スタジオ 和室

対象　小学生までの子ども(必ず保護者同伴)
料金　1人200円
　　　1歳未満の子どもと同伴の保護者は無料
　　　年間パスポート2,000円

オープンイベント

●ホテル
　ニューバジェット
　室蘭

●

ホテルルートイン
Grand 室蘭

プレイコート

無料

人生100年時代～シニアの生き活き術 手づくりから生まれる感動と創造

　気軽に訪れて交流できる、フリーな
空間です。
　ブックパークで借りた本を読んだ
り、コーヒーなどを飲んだりできます。

　児童書を中心に一般書も
備え、読み聞かせの部屋や
自習スペースもあります。
（本の貸し出しも行います）

1土・2日
12

無料開放します

・ きらんの利用者は無料です。 (館内で認証が必要)　・ 30分以内の利用は無料で、認証不要です。
・ 場内は一方通行で、入口と出口は別です。　・ 周辺の道路は、ゾーン30です。 (13ページ参照)

※12月号でもオープンイベントをお知らせします。

利用開始は12月11日から（年末年始は休み）
貸室予約は11月1日から

　世代や分野を超えたさまざまな人が、〝集まり〞〝出会う〞多世代の交流拠点と
なる生涯学習センター「きらん」がいよいよオープンします。
　オープン記念のイベントと施設を紹介します。

駐車場利用について

4広報むろらん 2018年11月5 広報むろらん 2018年11月
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