4

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
〜21㈰

事

昭和に芽生えた多彩な作風−野本先生と同時期の作家たち−（油彩）

１０:００ 市民美術館

フロアゴルフ

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

有料

９:００ 武揚体育館

６㈯

港立市民大学入学式・基調講演
「映画作りから見えた素晴らしい室蘭」有料

１４
：
３０ 市民会館

１２㈮

１３㈯

※聴講のみも可。
《詳細》☎２２ｰ４０５６
（竹之内）

１３:００ 港の文学館

名作こども映画会『ほえろブンブン』上映会（アニメ） 有料
１０:２０ 室ガス文化センター 《詳細》☎090ｰ3116ｰ9909（守屋）
母恋駅を愛する会 春の交通安全教室

１０:００ 市民会館

１５㈪
〜5/１2㈰
１６㈫
１７㈬
１８㈭
３０㈫

２４㈬
〜２９㈪

有料

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）

ボールペンスケッチ画展 今野貴三男

２５㈭

２５㈭
〜２８㈰

《詳細》☎090ｰ2814ｰ0025（今野）
《詳細》☎２３ｰ３７６１
（鈴木）

２７㈯

ノルディックウォーキング

（座右宝刊行会/編集）
１０:００ 図書館本館

恵波ひでおの食器展 − 緑チュウモサク

９:００ 開運公園（幸町）集合

障がいのある人のための出張就労相談

行政書士による無料相談

実施日 ４月３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
☎0142ｰ82ｰ3930 FAX 0142ｰ82ｰ3933

実施日 ４月11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
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有料

《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

アンサンブル・ムジーク室蘭 第１回公演

実施日 ４月11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

実施日 ４月19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

有料 要申込

有料

（室蘭で結成された弦楽合奏団）
１６:００ 室ガス文化センター 《詳細》☎090ｰ3116ｰ2607（清原）

行政相談委員による定例相談（行政に関する相談）

)

《詳細》☎090ｰ2075ｰ4626（恵波）

室蘭ウォーキング協会
すこやかウオーク 地球岬・春の妖精たちとの再会

（障がいの未診断者も含む。原則、予約が必要） （先着5人、事前申込）

(

《詳細》☎22ｰ6951（伊賀）

１１:００ 蘭西ギャラリー

実施日 ４月10日(水)・24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

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

《詳細》☎２２ｰ１６５８
（同館）

日本の文学を楽しむ会『竹取物語』
〜帝の求婚〜 有料 要申込

司法書士による無料法律相談（事前申込）

障がいのある人と家族のための相談

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

※雨天時は28日に順延。24日まで申し込み。
８:３０ チャラツナイ展望台集合 《詳細》☎0142ｰ38ｰ2593（福田）

１８日…９:３０ 旧室蘭駅舎集合
３０日…９:３０ 開運公園（幸町）集合 《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

４月13日(土)
20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

《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）

１３:００ 港の文学館

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）

実施日

濱田啓塑うつわ展

１０:００ グリンデパート

日本野鳥の会 市民探鳥会

市民公開がんセミナー「肝臓がんについて」

弁護士による無料法律相談

有料

《詳細》☎２２ｰ４７１４
（増岡）

１０:００ 市民美術館

清水町サロン健康講座 受けて得する！健診のお話

（先着５人、事前申込）

春の憲法のつどい 前川喜平講演会

１８:３０ 市民会館

ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』

ふれあいサロンお元気講座 音楽で脳活
〜歌って、笑って、昔を懐しんで「音楽の力」で毎日を元気に〜

１３:３０ 清水町会館

《詳細》☎４５ｰ６７７７
（伊藤）

共鳴する６つの譜 in 室蘭〜６人のグループ作品展

有料

《詳細》☎080ｰ5592ｰ1857（生田目）

8:００ 旧室蘭駅舎

伊藤珠里門下生全員によるピアノ連弾コンサート

１４:３０ 市民会館

２４㈬
２７日１３:００ アーティストトーク、スクラッチライブパフォーマンス
※先着10人。
〜5/6㈪ ２９日・５月５日 鋳造作品制作体験 要申込

《詳細》☎４３ｰ３３０１
（鎌田）

オールディーズ・ライブ２０１９

１４:００ 市民会館

２２㈪

《詳細》☎２３ｰ３８０１
（仁岸）

茶道裏千家淡交会室蘭支部 春の茶会

１５㈪

要申込

《詳細》☎２３ｰ１０７５
（菊地）

※催しはありません。
月の出…１９:１３、日の入り…１８:２３、月の見ごろ…4/19〜4/21
地球岬展望台
《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

健康教室 脳トレと今年度の予定

万葉座談会（万葉歌の紹介と意見交換） 有料

《詳細》☎090ｰ9753ｰ5661（佐々木）

地球岬・満月の会 満月鑑賞会

《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

１３:３０ 母恋駅

１４㈰

２０㈯

有料

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）

北海道写真協会室蘭支部 全室蘭写真展

１０:００
（18日は11:00〜）
ＮＨＫプラザミュー

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃

要申込

《詳細》☎090ｰ3468ｰ1966（石倉）

事

１３:００ イタンキ浜海岸

※聴講のみも可。

映画『ぼけますから、
よろしくお願いします。』上映会

１０㈬

１８㈭
〜２１㈰

《詳細》☎４３ｰ６１３０
（井山）

１３
：
３０ 室ガス文化センター

行

日

行政書士くらしの無料相談

（相続、各種認可、届け出など）
実施日 ４月20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

困ったときの
あれ

これ

相談

市民相談（生活の悩みなど）
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

消費生活に関する相談
実施日 月〜金曜日（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ｰ3100
実施日 土・日曜日、祝日
時間 10:00〜16:00
詳細 消費者ホットライン
☎188

