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むろらんむろらんむろらんむろらんむろらんむろらん
港祭り

7/26 ～28金 日

第
73
回

7/14 日

①  9:45～
②10:45～
（各１時間程度）

み
ん
な
で

楽
し
も
う
!!

クルーザー
ボート
体験クルーズ

無料

対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
集合場所　室蘭港エンルムマリーナ
定員　各20人(定員超えは抽選)
申込方法　7月6日(必着)まで、代表者の
住所・氏名・電話番号、乗船希望者全員
の氏名・性別・年齢・希望時間を記入し、
郵送で

募集区画　40区画(募集区画超えは抽選)
料金　１区画(２メートル四方)500円
申込方法　７月6日(必着)まで、代表者
の住所・氏名・電話番号・希望区画数
(２区画まで)を記入し、郵送で

7/14 日

10:00
～15:00

エンルム
マリーナ祭

・新鮮な魚介類の販売
・フリーマーケット
・よさこいソーラン
・露店　など

●フリーマーケット出店者募集

《会場・詳細》エンルムマリーナ室蘭
　　　　　　☎27-4188
　　　　　　　051-0035 絵鞆町4-2-14

※雨天時は屋内で実施。ただし、フリー
マーケットは中止します。

7/15 月

10:00
～15:00
入場受付
14:30まで
荒天中止（ ）

チキウ岬灯台一般公開

無料

無料

　動きやすい服装と靴で、
当日会場にお越しください。

7/18 木

17:30
～19:00

無料無料無料無料
いぶり
ガイアナイト2019

ローソクのやわらかな光の中で

地球環境について考えてみませんか？

　来場者の皆さんによるキャンドルアー
トへの点灯やわくわくおはなし会、ハン
ドベルミニコンサートを行います。来場
者には、キャンドルをプレゼントします。
会場　広域センタービル

28日

14:00～
中島町(小雨実施）

15:35～(予定）
港ふれあい広場(小雨実施）

27土

16:00～17:20
中央町(雨天中止）中央町(雨天中止）

室蘭ねりこみ
17:30～
中央町(小雨実施）

　混雑が予想されますので、
公共交通機関をご利用くだ
さい。

16:00～17:20
総参加市民おどり

14:00～ 15:35～(予定）
よさこいソーラン イン むろらん

入江臨海公園横特設会場
26日(金)　16:00～22:00
27日(土)　11:00～21:00
28日(日)　11:00～20:00

27日(土)･28日(日)　
同時開催

　市民おどりの見本映像（VHS・DVD）、
CDを無料で貸し出します。無料講習会
も実施しますので、詳細は、お問い合わ
せください。

港ふれあい広場
ステージ・大露店街
入江臨海公園横特設会場入江臨海公園横特設会場

港ふれあい広場港ふれあい広場
ステージ・大露店街ステージ・大露店街
港ふれあい広場
ステージ・大露店街

なかじま天国まつり
27日(土) 28日(日)　

なかじま天国まつりなかじま天国まつりなかじま天国まつり

詳しい日程は、
７月下旬の新聞折り込みチラシ、
観光協会に設置されるチラシを

ご覧ください。

《詳細》むろらん港まつり実行委員会
(観光協会内)☎23-0102

  《詳細》室蘭商工会議所 ☎22-3196

絶景を楽しもう！

海の日

《詳細》室蘭海上保安部
　　　☎23-3133

無料

　キャンドルホルダーに飾り付けを行い
ます。
会場　生涯学習センター「きらん」
申込方法　当日会場で

7/14 日

10:30
～15:00 無料無料無料無料

キャンドルホルダー
づくり体験

《詳細》胆振総合振興局環境生活課
　　　☎24-9575

納涼
花火大会

26金
約2,000発の
花火が
夜空を彩るよ！

ふ
19:50～20:20
フェリー埠頭沖で打ち上げ
(雨天時は28日に延期）

最終入館
20:00（ ）

7/15海の日と

8/1市民憲章制定記念日は

夏の水族館

入館無料

7/20 土

18:00
～20:30 夜の

水族館見学

電信浜児童遊泳場
オープン

　夜の水槽見学と観覧車からの夜景
を楽しもう。(入館料がかかります。
観覧車は1人1回200円)

無料

7/20 土

10:00
～14:00

海の生物
釣り遊び

　特製の釣り竿で釣ってみよう。
　(入館料がかかります)
※釣った生き物は、水槽に戻します。

7/26 金 8/9 金～

《詳細》水族館 ☎27-1638

《詳細》電信浜児童遊泳場(開設期間中)
　　　☎090-1389-2981
　　　生涯学習課(開設期間外)
　　　☎22-1112

（荒天中止）
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8/3 土 10:00～12:00　13:00～15:00

申込方法　７月１日から１５日(消印有効)ま
で、子どもの氏名・学校名・学年と保護者
の住所・氏名・年齢・電話番号・イベント
名・希望日を記入し、郵送で(はがき１枚に
つき１人まで)。当選者には７月２５日まで
に、電話または郵送で連絡

　バスに乗り、市内の親子の遊び場を巡る見学会で、「引っ越してきたばか
り」「子育てが初めて」というママやパパにぴったりです。お子さんと一緒に
参加してみませんか。
対象　子育て中の親子　　　定員　各10組程度(定員超えは抽選)
見学場所　青少年科学館、水族館、だんパラ公園
集合場所　市役所本庁舎、保健センター
申込方法　7月19日まで、電話または、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話

番号・メールアドレス・参加日・集合場所を記入し、ファクス、メール
または直接

1日市長体験
無料

　市民憲章制定日の啓発活動
や施設見学などを行います。

対象　市内に居住する小中学生
定員　２人程度

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101 　25-2401　　kodomo@city.muroran.lg.jpFAX

なつやすみ
工作教室

子育て世代の施設見学会

ピンホールカメラ作り

《会場・詳細》図書館 ☎22-1658

無料

無料

無料　紙や針金などでふわふわ揺れるおばけモ
ビールを作ります。
対象　小学生
定員　先着20人
申込方法　7月2日から31日まで、電話で

　カヌーの基礎操作やロープワーク、
レスキューの方法などを学びます。
対象　小学４～６年生
時間　10:00～12:00、13:00～
15:00(14日13:00～を除く。全５回)
定員　先着10人　料金　5,000円
申込方法　7月1日から31日まで、
電話またはB＆G海洋センターに備え
付けの申込書をファクスかメールで

対象　小学生以上
会場　蘭西ギャラリー
定員　各先着15人程度
料金　300円(小学生は無料)
申込方法　7月1日から25日まで、電話ま
たは直接
《詳細》平林紙店 ☎22-7255

港の写生会

市民文化祭

《詳細》市民美術館をささえる会
☎25-3090　　051-0016 幸町6-23

　港の絵を描きます。室蘭美術協会、
全道展、道展の作家がアドバイスを
行います。
対象　小中学生
集合場所　道の駅「みたら室蘭」
　　　　（9:45までに受け付け）
定員　先着100人
用意する物　画板、絵の具、筆、鉛
筆、水入れ、昼食、飲み物
申込方法　7月2日から12日まで、
市民美術館に備え付けの申込書、ま
たは住所・氏名・学校名・学年・電
話番号、小学3年生以下は同伴者の
氏名を記入し、郵送で

室蘭市長を１日
体験してみませんか。

市民憲章制定記念日

夏休み

土木の日

夏休み夏休み夏休み夏休み

親と子の
市場見学会

無料

　白鳥大橋の主塔を見学後、港湾業務
艇「みさご」に乗船し、追直漁港沖合
人工島Mランドを見学します。

《詳細》室蘭開発建設部技術管理課
　　　☎25-7028
　　　　051-8524 入江町1-14

対象　小学４年生以上で、はしごや階
段の昇り降り、船への乗り降り
ができる健脚な人（中学生以下
は保護者同伴）

集合場所　JR室蘭駅
定員　各12人（定員超えは抽選）
申込方法　７月５日(必着)まで、参加
希望者全員の住所・氏名・年齢・性別
・電話番号・希望日と時間を記入し、
郵送で(はがき１枚につき３人まで)

対象　小学生と保護者
内容　●食育講話
　　　　　●調理実習
　　　・おしゃれなサンドイッチ
　　　・じゃが芋の冷たいスープ
　　　・お豆腐の白玉パフェ　など
会場　保健センター ５階
定員　先着１５組
申込方法　7月1日から19日まで、
電話で
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

ホタル
観賞会

会場　本輪西ほたるの里
　　　（本輪西町5-10栗林庭園内）
《詳細》本輪西ほたるの会・工藤
　　　☎090-2814-8612

　スタッフを募集しています。

8/1木

水族館では、午前中に市民憲章推進協議会による特設コーナーがあります。
《詳細》市民憲章推進協議会(地域生活課内) ☎25-2223

対象施設と開放時間 ※個人利用に限ります。

水族館
(遊具施設を除く)
9:30～17:00

青少年科学館
(プラネタリウムを除く)
10:00～17:00
(最終入館16：00)

サンライフ室蘭
(体育館･トレーニング室のみ)
9:00～21:00

体育館
(宮の森町)

9:00～21:00

入江運動公園
陸上競技場
9:00～19:00

入江運動公園
温水プール

10:00～20:00

7/27 土 8/18 日～
19:30～20:30

土木の日土木の日土木の日土木の日土木の日

室蘭開発建設部
現場見学会

7/29 月 8/2 金・
9:00～12:00　13:30～16:30

7/28 日

10:00
～15:30

ムロラン
マテリア

サイエンスフェスタ
　 ～科学縁日～

　子どもから大人まで
　　遊んで、学んで、体験できる！
内容　 ●水素がしみこむ金属

 ●氷なのに冷たくない？
 ●３Ｄシャボンあそび　など
※参加料は無料ですが、入館料が
　かかります。

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

7/30 火

10:00
～13:00

親子はっぴい親子親子親子親子はっぴいはっぴいはっぴいはっぴいはっぴい

クッキング
対象　市内・近隣市に居住する
　　　小学生と親
内容　●1人乗り、2人乗りカヌー体験

●カッター体験
●室蘭港遊覧
※天候により内容を変更する場合が
　あります。

定員　先着10組
料金　親子1組1,000円
申込方法　7月12日まで、電話またはＢ＆
Ｇ海洋センターに備え付けの申込書をファ
クスで
《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　☎26-2082　　26-2083

7/15 月

10:00
～14:00

Ｂ＆Ｇ
海の日

親子海レク体験会

子どものための
夏休みイベント

対象　室蘭市・登別市に居住する小
学生とその保護者

内容　●競り・仲卸売り場の見学
●マグロの解体見学
（当日の入荷が無ければ中止）
●冷蔵庫（マイナス２５℃）極寒
　体験　など

会場　公設地方卸売市場
定員　30組（定員超えは抽選）
申込方法　7月2日から6日（3日を除
く）まで、電話（8:00～15:00）また
は住所・親子の氏名(ふりがな)・子ど
もの学年・電話番号を記入し、ファク
スで。当選者には7月10日に電話連絡
《詳細》室蘭市場サービス㈱
　　　 ☎44-0016　　47-1750

7/30 火

6:40
～8:30

FAX

対象　小学生　　定員　先着30人
申込方法　当日会場で

無料ペンギンを探せ
ゲーム
7/27 土 13:00～14:00

12:30～受付
荒天中止（ ）

水族館のイベント

無料

対象　市内に居住する
　　　小学４～６年生
内容　魚や海獣の餌やり、
　　　観察など
定員　１人(定員超えは抽選)

水族館の
仕事体験

対象　小学４～６年生
内容　魚や海獣の餌やり、
　　　プールや水槽の清掃など
定員　各15人(定員超えは抽選)

8/8 木

9 金

10:00
～15:00

8/2 金

13:30
～14:30

8/3 ・土 4 日

9:30～14:00
家族で楽しくオリガミ教室

8/1 木
10:00
～15:00

ものづくり体験会2019
～夏休みの思い出に!～7/29 月

9:30～12:00

8/1 木
9:00
～16:00

7/21 日
10:00
～14:00

《詳細》水族館 ☎27-1638
　　　　051-0036 祝津町3-3-12

《詳細》秘書課 ☎25-2164　23-3120
　　　　hisyo@city.muroran.lg.jp
　　　　051-8511幸町1-2

FAX

申込方法　7月12日まで、住所・氏
名・学年・電話番号・保護者の氏名と
「室蘭をこんなまちにしたい」をテー
マにした、原稿用紙１～２枚程度の作
文を添えて、ファクス、メールまたは
郵送で（応募作文で選考）

対象　小学4～６年生の子どもと保護者

8/2 金

ブロックパズル作り
対象　小学2～4年生の子どもと保護者

8/5 月

アクアリウム作り
対象　小学２年生以下の子どもと保護者

時間　11:00～12:00、13:00～14:00
定員　各先着10人
料金　200円　(材料費。子どものみ別途
入場料200円)
申込方法　7月24日から、電話または直接

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」
　　　　　　キッズパーク ☎83-7752

対象　小学５・６年生
内容　●アルミペン立て（金属加工）
　　　●３Dパネルイルミネーション（精密機械）
定員　各先着15人

申込方法　7月8日から10日まで、
電話(9:00～17:00)で

8/7 水

《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎26-2082　　26-2083
　b_g_murorankaiyo@helen.ocn.ne.jp

FAX

～夏のアートフェスティバル～
無料

無料

FAX

親子で
楽しもう！！

水族館1日館長

１日飼育係体験学習

短期！
夏休みカヌー教室

8/12
14

月

水～

2019海ゴミゼロ
フェスティバル＆
室蘭港クルーズ

対象　小学３年生以上
　　　（小学3・4年生は保護者同伴）
定員　先着20人
料金　50円（保険料）
申込方法　7月4日から15日まで、青少年科
学館に備え付けの申込書に料金を添えて直接

対象　市内または近郊に居住する人
集合場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
定員　先着30人　　料金　500円
申込方法　7月1日から31日まで、事前に電
話で確認の上、Ｂ＆Ｇ海洋センターに備え付
けの申込書をファクスまたはメールで

8/2 金

10:00
～12:00

8/3 土
10:00
～12:00
（荒天中止）

Ｂ＆Ｇ
ＦＵＮカヌー教室
2019

　初回はプールで基本動作を学び、２回目から
海でツーリングやレースに向けて練習します。
対象　高校生以上
定員　先着６人　　料金　2,000円
申込方法　７月１日から３１日まで、電話ま
たはＢ＆Ｇ海洋センターに備え付けの申込書
をファクスで

8/24・31
土

9:00～12:00
（全3回）

栽培水産試験場
施設見学会

9/7

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

《会場・詳細》室蘭高等技術専門学院
　　　　　 ☎84-8855

市の施設を無料開放します
市民憲章制定記念日市民憲章制定記念日市民憲章制定記念日市民憲章制定記念日市民憲章制定記念日市民憲章制定記念日市民憲章制定記念日市民憲章制定記念日市民憲章制定記念日

対象施設と開放時間 ※個人利用に限ります。
市の施設を無料開放します市の施設を無料開放します市の施設を無料開放します

《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎26-2082　　26-2083
　b_g_murorankaiyo@helen.ocn.ne.jp

FAX

夏休み
特別版 作ってあそぼっ！
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8/3 土 10:00～12:00　13:00～15:00

申込方法　７月１日から１５日(消印有効)ま
で、子どもの氏名・学校名・学年と保護者
の住所・氏名・年齢・電話番号・イベント
名・希望日を記入し、郵送で(はがき１枚に
つき１人まで)。当選者には７月２５日まで
に、電話または郵送で連絡

　バスに乗り、市内の親子の遊び場を巡る見学会で、「引っ越してきたばか
り」「子育てが初めて」というママやパパにぴったりです。お子さんと一緒に
参加してみませんか。
対象　子育て中の親子　　　定員　各10組程度(定員超えは抽選)
見学場所　青少年科学館、水族館、だんパラ公園
集合場所　市役所本庁舎、保健センター
申込方法　7月19日まで、電話または、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話

番号・メールアドレス・参加日・集合場所を記入し、ファクス、メール
または直接

1日市長体験
無料

　市民憲章制定日の啓発活動
や施設見学などを行います。

対象　市内に居住する小中学生
定員　２人程度

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101 　25-2401　　kodomo@city.muroran.lg.jpFAX

なつやすみ
工作教室

子育て世代の施設見学会

ピンホールカメラ作り

《会場・詳細》図書館 ☎22-1658

無料

無料

無料　紙や針金などでふわふわ揺れるおばけモ
ビールを作ります。
対象　小学生
定員　先着20人
申込方法　7月2日から31日まで、電話で

　カヌーの基礎操作やロープワーク、
レスキューの方法などを学びます。
対象　小学４～６年生
時間　10:00～12:00、13:00～
15:00(14日13:00～を除く。全５回)
定員　先着10人　料金　5,000円
申込方法　7月1日から31日まで、
電話またはB＆G海洋センターに備え
付けの申込書をファクスかメールで

対象　小学生以上
会場　蘭西ギャラリー
定員　各先着15人程度
料金　300円(小学生は無料)
申込方法　7月1日から25日まで、電話ま
たは直接
《詳細》平林紙店 ☎22-7255

港の写生会港の写生会港の写生会港の写生会港の写生会港の写生会港の写生会

市民文化祭

《詳細》市民美術館をささえる会
☎25-3090　　051-0016 幸町6-23

　港の絵を描きます。室蘭美術協会、
全道展、道展の作家がアドバイスを
行います。
対象　小中学生
集合場所　道の駅「みたら室蘭」
　　　　（9:45までに受け付け）
定員　先着100人
用意する物　画板、絵の具、筆、鉛
筆、水入れ、昼食、飲み物
申込方法　7月2日から12日まで、
市民美術館に備え付けの申込書、ま
たは住所・氏名・学校名・学年・電
話番号、小学3年生以下は同伴者の
氏名を記入し、郵送で

室蘭市長を１日
体験してみませんか。

市民憲章制定記念日

夏休み

土木の日

親と子の
市場見学会

無料

　白鳥大橋の主塔を見学後、港湾業務
艇「みさご」に乗船し、追直漁港沖合
人工島Mランドを見学します。

《詳細》室蘭開発建設部技術管理課
　　　☎25-7028
　　　　051-8524 入江町1-14

対象　小学４年生以上で、はしごや階
段の昇り降り、船への乗り降り
ができる健脚な人（中学生以下
は保護者同伴）

集合場所　JR室蘭駅
定員　各12人（定員超えは抽選）
申込方法　７月５日(必着)まで、参加
希望者全員の住所・氏名・年齢・性別
・電話番号・希望日と時間を記入し、
郵送で(はがき１枚につき３人まで)

対象　小学生と保護者
内容　●食育講話
　　　　　●調理実習
　　　・おしゃれなサンドイッチ
　　　・じゃが芋の冷たいスープ
　　　・お豆腐の白玉パフェ　など
会場　保健センター ５階
定員　先着１５組
申込方法　7月1日から19日まで、
電話で
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

ホタル
観賞会

会場　本輪西ほたるの里
　　　（本輪西町5-10栗林庭園内）
《詳細》本輪西ほたるの会・工藤
　　　☎090-2814-8612

　スタッフを募集しています。

8/1木

水族館では、午前中に市民憲章推進協議会による特設コーナーがあります。
《詳細》市民憲章推進協議会(地域生活課内) ☎25-2223

対象施設と開放時間 ※個人利用に限ります。

水族館
(遊具施設を除く)
9:30～17:00

青少年科学館
(プラネタリウムを除く)
10:00～17:00
(最終入館16：00)

サンライフ室蘭
(体育館･トレーニング室のみ)
9:00～21:00

体育館
(宮の森町)

9:00～21:00

入江運動公園
陸上競技場
9:00～19:00

入江運動公園
温水プール

10:00～20:00

7/27 土 8/18 日～
19:30～20:30

室蘭開発建設部
現場見学会

7/29 月 8/2 金・
9:00～12:00　13:30～16:30

7/28 日

10:00
～15:30

ムロラン
マテリア

サイエンスフェスタ
　 ～科学縁日～

　子どもから大人まで
　　遊んで、学んで、体験できる！
内容　 ●水素がしみこむ金属

 ●氷なのに冷たくない？
 ●３Ｄシャボンあそび　など
※参加料は無料ですが、入館料が
　かかります。

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

7/30 火

10:00
～13:00

親子はっぴい

クッキング
対象　市内・近隣市に居住する
　　　小学生と親
内容　●1人乗り、2人乗りカヌー体験

●カッター体験
●室蘭港遊覧
※天候により内容を変更する場合が
　あります。

定員　先着10組
料金　親子1組1,000円
申込方法　7月12日まで、電話またはＢ＆
Ｇ海洋センターに備え付けの申込書をファ
クスで
《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　☎26-2082　　26-2083

7/15 月

10:00
～14:00

Ｂ＆Ｇ
海の日

親子海レク体験会

子どものための
夏休みイベント

対象　室蘭市・登別市に居住する小
学生とその保護者

内容　●競り・仲卸売り場の見学
●マグロの解体見学
（当日の入荷が無ければ中止）
●冷蔵庫（マイナス２５℃）極寒
　体験　など

会場　公設地方卸売市場
定員　30組（定員超えは抽選）
申込方法　7月2日から6日（3日を除
く）まで、電話（8:00～15:00）また
は住所・親子の氏名(ふりがな)・子ど
もの学年・電話番号を記入し、ファク
スで。当選者には7月10日に電話連絡
《詳細》室蘭市場サービス㈱
　　　 ☎44-0016　　47-1750

7/30 火

6:40
～8:30

FAX

対象　小学生　　定員　先着30人
申込方法　当日会場で

無料ペンギンを探せ
ゲーム
7/27 土 13:00～14:00

12:30～受付
荒天中止（ ）

水族館のイベント

無料

対象　市内に居住する
　　　小学４～６年生
内容　魚や海獣の餌やり、
　　　観察など
定員　１人(定員超えは抽選)

水族館の
仕事体験

対象　小学４～６年生
内容　魚や海獣の餌やり、
　　　プールや水槽の清掃など
定員　各15人(定員超えは抽選)

8/8 木

9 金

10:00
～15:00

8/2 金

13:30
～14:30

8/3 ・土 4 日

9:30～14:00
家族で楽しくオリガミ教室

8/1 木
10:00
～15:00

ものづくり体験会2019
～夏休みの思い出に!～7/29 月

9:30～12:00

8/1 木
9:00
～16:00

7/21 日
10:00
～14:00

《詳細》水族館 ☎27-1638
　　　　051-0036 祝津町3-3-12

《詳細》秘書課 ☎25-2164　23-3120
　　　　hisyo@city.muroran.lg.jp
　　　　051-8511幸町1-2

FAX

申込方法　7月12日まで、住所・氏
名・学年・電話番号・保護者の氏名と
「室蘭をこんなまちにしたい」をテー
マにした、原稿用紙１～２枚程度の作
文を添えて、ファクス、メールまたは
郵送で（応募作文で選考）

対象　小学4～６年生の子どもと保護者

8/2 金

ブロックパズル作り
対象　小学2～4年生の子どもと保護者

8/5 月

アクアリウム作り
対象　小学２年生以下の子どもと保護者

時間　11:00～12:00、13:00～14:00
定員　各先着10人
料金　200円　(材料費。子どものみ別途
入場料200円)
申込方法　7月24日から、電話または直接

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」
　　　　　　キッズパーク ☎83-7752

対象　小学５・６年生
内容　●アルミペン立て（金属加工）
　　　●３Dパネルイルミネーション（精密機械）
定員　各先着15人

申込方法　7月8日から10日まで、
電話(9:00～17:00)で

8/7 水

《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎26-2082　　26-2083
　b_g_murorankaiyo@helen.ocn.ne.jp

FAX

～夏のアートフェスティバル～
無料

無料

FAX

親子で
楽しもう！！

対象　市内に居住する
水族館1日館長

対象　小学４～６年生
１日飼育係体験学習

短期！
夏休みカヌー教室

8/12
14

月

水～

2019海ゴミゼロ
フェスティバル＆
室蘭港クルーズ

対象　小学３年生以上
　　　（小学3・4年生は保護者同伴）
定員　先着20人
料金　50円（保険料）
申込方法　7月4日から15日まで、青少年科
学館に備え付けの申込書に料金を添えて直接

対象　市内または近郊に居住する人
集合場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
定員　先着30人　　料金　500円
申込方法　7月1日から31日まで、事前に電
話で確認の上、Ｂ＆Ｇ海洋センターに備え付
けの申込書をファクスまたはメールで

8/2 金

10:00
～12:00

8/3 土
10:00
～12:00
（荒天中止）

Ｂ＆Ｇ
ＦＵＮカヌー教室
2019

　初回はプールで基本動作を学び、２回目から
海でツーリングやレースに向けて練習します。
対象　高校生以上
定員　先着６人　　料金　2,000円
申込方法　７月１日から３１日まで、電話ま
たはＢ＆Ｇ海洋センターに備え付けの申込書
をファクスで

8/24・31
土

9:00～12:00
（全3回）

栽培水産試験場
施設見学会

9/7

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

《会場・詳細》室蘭高等技術専門学院
　　　　　 ☎84-8855

市の施設を無料開放します市の施設を無料開放します

《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎26-2082　　26-2083
　b_g_murorankaiyo@helen.ocn.ne.jp

FAX

夏休み
特別版
夏休み夏休み
特別版 作ってあそぼっ！
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申込方法　7月16日から26日17時まで、ホームページ
または、住所・氏名・性別・学校名・学年・電話番号・イ
ベント名を記入し、ファクス、メール、郵送または直接

西いぶりリサイクルプラザ 青少年科学館

対象　小学生以上

申込方法　7月4日から各前日まで、電話で
《詳細》西いぶりリサイクルプラザ ☎59-0319

ファスナーと
羊毛フェルトで

ストラップをつくろう
各
20人

7/27㊏、8/3㊏
１０：３０～１7：0０
(都合の良い時間に参加)

ハーバリウムをつくろう 各
20人

7/27㊏、8/3㊏
１０：３０～１7：0０
(都合の良い時間に参加)

各500円

　　各
１，２００円～
作品によって
異なります

イライラ棒をつくろう！
ランプをつけずにゴールまで
たどり着けるか！？

10人7/29㊊
１０：３０～１2：3０ １，0００円

段ボールや牛乳パックを
使って

小物入れをつくろう
各
15人

7/30㊋
１０：３０～１2：3０
8/10㊏

１3：３０～１5：3０

各500円

アロマワックス
フレームをつくろう

各
10人

8/4㊐
１０：３０～１2：0０
１3：３０～１5：0０

各１，5００円

傘のモビールをつくろう 15人8/5㊊
１3：３０～１5：3０ 5００円

パソコン教室 10人7/27㊏
１０：0０～１4：0０

海藻標本作り 10人7/31㊌
9：３０～１2：3０

500円

１，0００円
当日徴収。保護者の
保険料は別途５０円

はんだづけ教室 10人8/2㊎
１０：15～１2：15 5００円

化石を探そう 15人8/3㊏
１０：15～１1：15

8/6㊋
１０：15～１1：45

700円

天文教室 20人 500円

対象

申込方法　7月3日から15日まで、青少年科学館に備え付け
の申込書に料金を添えて直接

夏休みの自由研究や工作の
アドバイスをします。
夏休みの自由研究や工作の
自由研究相談会

ゴム動力飛行機を飛ばそう

Jr.ロボットスクール2019 サッカーコンテスト編

無料

無料

ロボットアリーナ

定員　各10人 (定員超えは抽選)
申込方法　７月１日から11日16時まで、ホームページまた
は、住所・氏名・性別・学校名・学年・電話番号・イベント
名・希望日を記入し、ファクス、郵送で
《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　　　　　☎・　46-5337
　　　　　　　050-8585 水元町27-1

FAX

夏休みイベント
手回し発電ロボットを作ろう！

ボクシングロボットを作ろう！

ロボット対戦！クワガタムシＶＳカブトムシ

夏の特別ワークショップ

青少年科学館
夏休み科学クラブ

7/27
10:30
～16:00 当日直接

プラネタリウム用全天周デジタル番組プラネタリウム用全天周デジタル番組
温泉発 太陽系火山めぐり

7/25
8/20～ 火

　温泉好きの棟梁と謎の地質学者が、露天風呂を舞台に、
生きている天体の証である火山について、分かりやすく
解説します。
投影時間　11:00～11:40（8月6日を除く)
　　　　　13:30～14:10（15:00～は通常投影）
定員　98人（入場券は当日販売)
《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

対象　小学１・２年生（保護者の同伴可）

対象　小学３・４年生（保護者の同伴可）

対象　小学５・６年生（保護者の同伴可）
8/4 日 14:00～16:00

7/27 土10:30～12:00 7/28 日14:00～15:30

7/27 土14:00～16:00 8/4 日 10:30～12:30

7/28 日10:30～12:30

無料

ゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそうゴム動力飛行機を飛ばそう

室工大サイエンススクール

対象　小学３～６年生（保護者の同伴可）
会場　室蘭工業大学体育館
定員　先着９人

対象　小学５・６年生、中学生
　　（保護者の同伴可）
会場　室蘭工業大学ロボットアリーナ
定員　先着10人

《詳細》同大学総務広報課 ☎46-5016　46-5032
　　　　chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp
        　050-8585 水元町27-1

FAX

8/6
10:00～12:00

8/8 ・
(全２回)

9

10:00～16:00

小学生(小学４年生以下
は保護者同伴。はんだづ
け教室は小学４～６年生)

木

土

火

木 金
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