1

月

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。

行

日
〜１４㈪

事

追い求めた美 西村貴久子と伊藤正（油彩）

１０:００ 市民美術館

１３:００ 市民会館

３㈭

《詳細》☎４４ｰ８７３６
（笹山）

新春ロビーコンサート パート１
〜琴と尺八の演奏会〜

１９㈯

１３:００ 市民会館

４㈮

《詳細》☎４４ｰ１１１３
（同館）

１２㈯

母恋駅を愛する会
唄声ユニット スワン・ハーモニーと一緒にみんなで歌おう

１３:３０ 母恋駅

ロボットサッカーコンテスト
１２㈯
１３㈰

１３㈰

１４㈪

９:２０ 室蘭工業大学大学会館

（アンサンブルの部）
１０:３０ 市民会館

２４㈭
２６㈯

２５㈮

（サンドアーティスト：森マサミチ、日本舞踊：嘉門翔信）
１４:００ グリンデパート
《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）

新春ロビーコンサート パート２
〜フルート＆ギターミニコンサート、エレクトーンミニコンサート〜

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）

２６㈯

行政相談委員による定例相談

実施日 1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ｰ709ｰ1803

行政書士による無料相談

司法書士による
無料法律相談

（事前申込）
実施日
時間
会場
詳細

（先着5人・事前申込）

実施日 1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

１月 9日（水）
16日（水）
23日（水）
17:30〜20:30
中小企業センター
札幌司法書士会
総合相談センター
☎46ｰ8585

９:００ 市民会館

２７㈰

（座右宝刊行会/編集）
ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』

実施日 １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 FAX 45ｰ1003

《詳細》☎２２ｰ１６５８
（同館）

１３:００ 港の文学館

有料

《詳細》☎５５ｰ５３６３
（増子）

港立市民大学講座「室蘭気象台 出張講座」有料 ※申し込みが必要。
《詳細》☎080ｰ5220ｰ9880 (南川)

樹木希林追悼上映 映画『あん』上映会

有料

１４:３０ 市民会館

《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

野鳥の会室蘭支部 探鳥会

有料

※1/24までに申し込み。
《詳細》☎５５ｰ４２３２
（井上）

室蘭蘭友会 講習会（冬のラン栽培など）
１３:００ NHKプラザミュー
《詳細》☎４３ｰ７２５５
（小田桐）
サウザンドパワー 新春！語り会

１３:３０ 蘭西ギャラリー

弁護士による
無料法律相談

（先着５人・事前申込）
実施日

１月19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

実施日 1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

生活･福祉サービス･就労に関する相談
10日までに申し込み

有料

《詳細》☎４３ｰ３３０１
（鎌田）

１０:００ 図書館

行政書士くらしの無料相談（相続､各種認可､届け出など）

障がいのある人と家族のための相談
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茶道裏千家淡交会室蘭支部 初茶会

（イタンキ漁港、絵鞆町）
９:１０ イタンキ漁港集合

北村哲朗彫刻展 ー地平と辺縁ー
１７㈭
27日14:00 ギャラリートーク
〜3/31㈰ １０:００ 市民美術館
《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

（国や道、市の行政について）

有料

《詳細》☎４３ｰ６１３０
（井山）

１３
：
３０ 室ガス文化センター

《詳細》☎４４ｰ１１１３
（同館）

ふれあいサロンお元気講座 作業療法士のお話
「見直そう！生活習慣！」

フロアゴルフ 体験・交流会

１９日 ９:００…海陽小学校
２６日 ９:００…八丁平小学校

源氏物語に親しむ 御法〜みのり〜

《詳細》☎０１４４ｰ７２ｰ３００３
（村田）

１３:００ 市民会館

１５㈫

１９㈯
２６㈯

《詳細》☎４６ｰ５０１６
（同大学）

サンドアートと日本舞踊のコラボ

《詳細》☎080ｰ5220ｰ9880（南川）

※吃音のある人、保護者、先生などが対象。
１８:００ 障害者福祉総合センター（ぴあ216）
《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

２０㈰

有料

港立市民大学講座「音楽で脳活♪」有料 ※申し込みが必要。
北海道言友会例会 ことばがどもる人 集まりましょう 有料

《詳細》☎23ｰ3801（仁岸）

日胆地区吹奏楽連盟 ソロ・アンサンブルコンクール

（高等学校音楽教師によるピアノ、リコーダー、声楽、合唱など）
１３:３０ ＮＨＫプラザミュー
《詳細》☎２３ｰ１２２１
（室蘭清水丘高等学校・三浦）

１３
：
３０ 室ガス文化センター

輪西ふれあい子どももちつき大会（つきたてのもち振る舞い）
１1:3０ ぷらっと。てついち
《詳細》☎44ｰ0080（輪西地区青少年健全育成推進協議会）

気迫の画家 高野次郎作品展（デッサン、油彩など）
４㈮
14日14:00 ヴァイオリンとピアノの演奏会
〜3/3㈰ １０:００ 市民美術館
《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

《詳細》☎080ｰ1874ｰ7937（佐藤）

室蘭地区高等学校音楽教育研究会 研究演奏会

礼文凧保存愛好会 新春凧揚げ会 ※参加者用の凧を用意しています。

１１:００ 道の駅「みたら室蘭」横

事

第３５回室蘭工業大学ＪＡＺＺ研究会 定期演奏会

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

だこ

２㈬

行

日

障がいのある人のための出張就労相談
障がいの未診断者も含む。
原則、事前予約が必要

実施日 １月9日（水）
時間 13:00〜16:00
会場 市役所本庁舎１階１号会議室
詳細 胆振日高障がい者就業・生活支援センター
すて〜じ すて〜じ伊達
☎0142ｰ82ｰ3930 FAX 0142ｰ82ｰ3933

《詳細》☎090ｰ7648ｰ1512（中居）

困ったときの
あれ

これ

相談

消費生活に関する相談
実施日

月〜金曜日
（年末年始・祝日を除く）
時間 9:00〜17:00
会場・詳細 消費生活センター
（市役所本庁舎１階）
☎25‐3100
実施日 土・日曜日、祝日
時間 10:00〜16:00
（年末年始を除く）
詳細 消費者ホットライン
☎188

市民相談（生活の悩みなど）
実施日

月〜金曜日
（年末年始・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）
☎25-2703

