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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7月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、6月3日までに原稿を送ってください。
広報課 ☎25-2193 FAX 25-2835
shimintaiwa@city.muroran.lg.jp

祝 令和元年･北海道150年

室蘭山岳連盟

｢日本遺産｣認定特別記念講演会

夏の市民登山会

絵鞆半島海岸線山巡り20キロメートル

2030年近未来ビジョンを考えよう
炭鉄港･北海道の未来をつなぐ室蘭の誇り
地方持続性の危機に正面から取り組
み、北海道の過去・現在・未来をつなぐお
話です。炭鉄港が「日本遺産」に認定後、
道内初の講演会です。
日時 6月8日(土) 13:30〜15:30
会場 室蘭プリンスホテル
定員 先着200人
料金 500円（資料代）
申込方法 当日会場で
詳細 （一社）むろらん100年建造物保存
活用会・村田☎090ｰ9523ｰ3073

対象 ひとり親世帯の親子
日時 7月21日(日) 9:30〜14:30
会場 室蘭港エンルムマリーナ
定員 先着10組
申込方法 6月1日から28日まで、電話また
は住所・氏名・電話番号を記入し、ファクスで
詳細 NPO法人室蘭母子福祉会
☎84ｰ8730 FAX 50ｰ6010

室蘭LDを考える会 設立20年目教育講演会

初心者歓迎です。
日時 6月6日から、毎週木曜日
18:00〜20:30
会場 市体育館
料金 入会金1,000円、月額900円
用意するもの 動きやすい服装、上靴
申込方法 当日会場で（随時受付）
詳細 同事務局・笠井☎88ｰ0923

発達障害への視点を変えた、臨床心理
士のお話です。
日時 6月29日(土) 14:00〜16:00
会場 胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）
定員 先着50人
料金 500円
申込方法 6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、勤
務先）
・質問を記入し、ファクスかメールで
詳細 同会・熊谷☎・ FAX 23ｰ1923
ld.in.muro@gmail.com

進路や将来を考え、働く目的(ハタモ
ク)について、話し合ってみませんか。
対象と料金 高校生は無料、大学生は初
回のみ無料
（2回目以降100円）
日時 6月15日(土) 13:30〜16:30
会場 生涯学習センター「きらん」
申込方法 ホームページから
詳細 NPO法人ハタモク北海道胆振・
室蘭版運営・中田☎090ｰ5427ｰ5024

八丁平ミニバスケットボールクラブ 団員募集

対象 小学生
日時 毎週4回程度 16:00〜18:00
会場 八丁平小学校アリーナ
料金 月額1,500円（初回は2,500円）
申込方法 電話で（見学も可）
詳細 小笠原☎080ｰ6098ｰ2766

藍の葉ステンシルでマイTシャツ作り

自分で植木鉢に絵付けし、藍の種を植
えます。8月24日に育てた藍の葉を使っ
て、Ｔシャツに模様を付けます。
日時 6月9日(日) 13:00〜16:00
会場 生涯学習センター「きらん」
定員と料金 先着50人で1人500円（材
料費を含む）ただし、小学4年生以下は
親子参加、親子2人1組で500円
申込方法 6月7日まで、電話かメールで
詳細 藍L♥VEハッピー実行委員会・
しもかわ☎050ｰ3778ｰ3638
tenmaruku@gmail.com

室蘭ジュニアオーケストラ 団員募集

対象 小中学生、高校生
日時 毎週土曜日 13:30〜15:30
会場 NHK室蘭放送局
料金 月額2,000円（兄弟姉妹割引有り）
申込方法 電話で（楽器演奏体験も可）
詳細 清原☎090ｰ3116ｰ2607

特設人権・困りごと相談所

実施日 6月21日(金)
会場 ハローワーク室蘭
時間 10:00〜12:00

弁護士による無料法律相談

司法書士による
無料法律相談（事前申込）

実施日

実施日
時間
会場
詳細

６月12日（水）
26日（水）
17:30〜20:30
中小企業センター
札幌司法書士会
法律相談センター
☎011ｰ272ｰ9035

行政相談委員による定例相談（国や道、市の行政について）
実施日 6月13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

障がいのある人と
家族のための相談

ボイラ取り扱いのための講習

①作業主任者能力向上及び
業務従事者安全衛生教育の定期講習
日時 6月28日(金) 9:00〜17:00
料金 6,800円（テキスト代は別途1,850
円、持っている人は当日持参）
②ボイラ実技講習
日時 7月25日(木)〜27日(土)（全３回）
9:00〜17:00
料金 19,400円
（テキスト代は別途2,480円）
会場 中小企業センター
定員 先着20人
申込方法 ①は6月25日まで、②は７月
20日まで、ホームページに掲載の申込
書に料金を添えて、現金書留または直接
詳細 （一社）日本ボイラ協会北海道支部
室蘭地区支部事務局☎43ｰ5696
050ｰ0083 東町3ｰ27MGビル４階

（就労相談・体験、おおむね15歳〜39歳の人とその家族）

実施日 ６月４日（火）
時間 ９:30〜12:30
会場・詳細 札幌法務局室蘭支局☎22ｰ5111

６月 ８日（土）
22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
☎25ｰ2703

室蘭フォークダンス協会 新会員募集

働きたい人のための出張相談会

（人権問題や日常生活の問題）

（先着５人・事前申込）

クルーザーボート試乗会 無料

日時 6月2日(日) 6:30〜15:30
集合場所 イタンキ浜駐車場（小雨決行）
定員 先着30人
料金 500円（保険料、写真代）
申込方法 6月1日まで、住所・氏名・生
年月日・年齢・電話番号を記入し、ファ
クスまたは郵送で
詳細 横山☎・ FAX 47-4503
050ｰ0083 東町5ｰ27ｰ2

「出来ない事に悲観するよりは」

｢ハタモク胆振･室蘭版｣参加者募集

ひとり親世帯の親子レクリエーション

生活･福祉サービス･
就労に関する相談
7日までに申し込み

実施日 6月21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6611FAX 45ｰ1003

詳細

とまこまい若者
サポートステーション
☎0144ｰ84ｰ8670

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 6月15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

行政書士による無料相談

（先着5人・事前申込）

実施日 6月13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

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 6月5日（水）
時間 13:00〜16:00
会場 市役所本庁舎２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

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（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

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）☎25-2703

アスベスト被害相談会

アスベストを扱う作業に従事、
または、現在、咳・痰、胸痛・
呼吸困難などの症状のある人

実施日 6月29日（土）
時間 10:00〜13:00
会場･詳細 勤医協室蘭診療所
☎43ｰ1737
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