
困ったときの
あれ
これ

配偶者や交際相手からの暴力、セクハラ、
ストーカー、雇用、離婚などの法律相談
（先着６人・事前申込）

FAXFAX

実施日　9月６日(金) 
時間　１3:3０～１6:3０（相談時間は30分以内）
会場　中小企業センター
詳細　（公財）北海道女性協会 ☎011ｰ251ｰ6329

働きたい人のための出張相談会
  就労相談・体験、
  おおむね15～39歳の人とその家族

実施日　9月20日(金)　時間　10:00～12:00 
会場　ハローワーク室蘭　　　　
詳細　とまこまい若者サポートステーション
　　　☎0144ｰ84ｰ8670

弁護士による無料法律相談
（先着5人・事前申込）
実施日　９月  ７日(土)
　　　　　   28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

司法書士による
無料法律相談（事前申込）
実施日　9月11日(水)
　　　　　　25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
　　　法律相談センター 
　　　☎011ｰ272ｰ9035

アイヌの方々のための
電話相談
実施日　月～金曜日（祝日を除く）
時間　9:00～17:00
詳細　（公財）人権教育啓発
　　　推進センター
　　　　0120 7ー71ｰ208

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　9月21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

障がいのある人と家族のための相談
  生活･福祉サービス･就労に関する相談、
  申込締切1０日

実施日　9月20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　　45ｰ1003

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　9月4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　　0142ｰ82ｰ3933

実施日　9月12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 7ー09ｰ1803

行政相談委員による定例相談（国や道、市の行政について）

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

行政書士による無料相談
（先着5人・事前申込）

実施日　９月12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

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

日時　9月18日(水)  10:00～12:00
会場　室ガス文化センター
定員　先着10人　　料金　900円
申込方法　9月11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　同協会・山本☎090ｰ8901ｰ5939
　　　　23ｰ1580

　ポールを使って、簡単に運動ができま
す。歩き方やポール操作を公認指導員が
指導します。無料貸ポールは限定15組。
対象　18歳以上の市民
日時と申込方法　9月29日(日)9時から、
だんパラ公園駐車場で受け付け
詳細　同協会･黒政☎090ｰ9087ｰ5068

　「がんに備えて今行うこと」「がんに
かかったときの資金繰り｣「加入している
保険が使えない?」についてのお話です。
日時　9月28日(土)  14:00～16:00
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　先着20人
申込方法　9月25日まで、電話または住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、メールで
詳細　㈱ファイナンシャルプランナーズ
花園・関東☎080ｰ5556ｰ4615
　kanto@osaifu.net

　20～65歳の女性を対象に、前半30分
はバランスボールトレーニング、後半30
分は水の中でアクアビクスを行います。
日時　水曜日　19:00～20:00
会場　入江運動公園温水プール
申込方法　電話で
詳細　萱原☎090ｰ6872ｰ5932

　子どもたちに食事を提供して、温かく
見守る活動を行っています。
日時　9月14日・28日(土)  12:00～14:00
会場　ハートセンタービル（東町2ｰ3ｰ3）
料金　大人300円（高校生以下は無料）
申込方法　当日会場で
詳細　室蘭母子福祉会☎84ｰ8730

　9月22日(日)10時から開催する、工大
祭で出店します。
対象　代表者が高校生以上の団体か個人
募集区画　先着70区画（１区画2メート
ル×2.5メートル）
料金　1区画200円
申込方法　9月13日（必着）まで、代表者
の住所・氏名・電話番号、希望区画数（3区
画まで）を記入し、メールまたは郵送で
詳細　髙井☎080ｰ5924ｰ2428
　　　　fleasaiji@gmail.com
　　　　050ｰ8585水元町27ｰ1 
　　　室蘭工業大学スタジオ催事フリマ係

　子どもから大人まで一緒に食事をして、
レクリエーションや学習支援を通じて交
流する場を提供している地域食堂です。
日時　9月15日(日)  11:30～13:30
会場　白鳥台ショッピングセンターハック
　　　（白鳥台5ｰ1ｰ4）
料金　大人300円、高校生以下100円
申込方法　9月8日まで、電話で
詳細　同事務局☎59ｰ5255

対象　小学生以上
日時　9月15日(日)  10:00～12:00
　　　（雨天中止）
会場　八丁平オフロードコース
定員　先着15人程度
料金　3,000円（別途、保険料が必要）
申込方法　9月10日まで、電話で
詳細　同会事務局・須藤☎45ｰ0429

　若年性認知症の当事者の家族からお話
を聞き、家族の対応や地域での支援の取
り組み方を学びます。
日時　9月29日(日)  13:30～15:30
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　先着40人　　料金　500円
申込方法　9月28日まで、電話で
詳細　同会・谷中☎090ｰ7643ｰ4189

室蘭工業大学サークル・スタジオ催事
工大祭フリーマーケット出店者募集

室蘭モータースポーツ協会
初心者ライディングスクール

室蘭ノルディックウォーキング協会
秋のノルディックウォーキング体験会

がんファイナンスセミナー
がんに罹患したとき、お金のことはどうしたらいい?

室蘭消費者協会 エコのための小物作り講座
魚（カレイ）の壁飾り（布） 

室蘭いが栗の会 アルツハイマーデーむろらん講演会
認知症の妻を、ケーキ店を守る
～介護する店主のお話～

無料

無料

子ども食堂「なかよし食堂」

バランスボール＆アクア体験 もとむろランチ食堂

無料
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伝 言 板
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10月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、9月2日までに原稿を送ってください。
広報課　☎25-2193　　25-2835　　shimintaiwa@city.muroran.lg.jpFAX

広報むろらん 2019年9月723 広報むろらん 2019年9月

香川八幡神社 祭典 14日16:00　同神社境内

15日14:00　御供獅子舞（市指定民俗文化財）

崎守神社 祭典
本輪西八幡神社 祭典

７日16:00　同神社境内

14日13:00、15日９:00　同神社境内、宮下通り 

9月神社祭典（露店）

日 行　　　　事

１㈰ 有料
１２:００　市民会館

 ４㈬
１７㈫

室蘭グラウンド・ゴルフ協会 有料
４日…市民交流会、17日…秋季市民体育大会
８:３０　入江運動公園芝生広場 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

５㈭
～７㈯

うまいもの市（稲庭うどん、黒にんにく、知覧茶など15店が出店）
１０:００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

５㈭
～８㈰

市民文化祭 室蘭美術協会公募展（絵画など）
１０:００ 室ガス文化センター、市民美術館《詳細》☎８５ー８９６４（豊岡）

５㈭
～９㈪

ピンホール写真展
１０:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎090ｰ6013ｰ6498（佐藤）

5・12・26㈭ 
7･14㈯

ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』（座右宝刊行会/編集）
１０:００　図書館本館 《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

６㈮ 室蘭市高齢者演芸大会（歌、踊りなど）
１３:００ 室ガス文化センター《詳細》☎８３ー５０３１（老人クラブ連合会）

７㈯
室蘭シネマクラブ 映画上映会 有料
『100年の差別・そのたたかいの記憶 アイたちの学校』
１０:３０、１３:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー２８９５（富盛）

 ７㈯
２８㈯

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃
１３:００ イタンキ浜海岸集合 《詳細》☎２３ー１０７５（菊地）

８㈰

室蘭ウォーキング協会 イタンキ浜丘陵 パノラマライン 有料
９:００　輪西７条公園集合 《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

室蘭吹奏楽連盟 野外演奏会（14の吹奏楽団体が参加）※雨天中止。
１３:３０　絵鞆臨海公園 《詳細》☎090ｰ1309ｰ2213（亀山）

ケルティック・ハープと朗読、写真による
「センス・オブ・ワンダー」
１４:００　港の文学館 《詳細》☎0142ｰ22ｰ9712（若菜）

森マサミチ･サンドアートショー
音楽+語り+砂絵のコラボ祭 有料
１４:００　市民会館 《詳細》☎４８ー９０１４（森）

 ９㈪
１０㈫

いろどりマーケット手仕事展（和小物、麻服など）
１０:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ1380ｰ2257（木田）

１０㈫
２５㈬

製鉄記念室蘭病院 市民公開セミナー
１０日１４:００…がんセミナー「胃がんとダヴィンチ手術」
２５日１５:００…健康セミナー「ヘルニア（脱腸）の治療」
　　　 同院がん診療センター 《詳細》☎４７ー４４０４（同院）

１１㈬ 純烈 Ｓpecial LIVE in 室蘭 有料
１７:３０ 室ガス文化センター 《詳細》☎２２ー３１５６（同センター）

１１㈬
～１５㈰

熊谷勝と仲間たち写真展「野の鳥と四季」
１０:００（１１日は１３:００から）
　　　 ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎090ｰ5957ｰ4575（熊谷）

１１㈬
～１６㈪

道展室蘭支部展（油彩、水彩、工芸など）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１３㈮

ノルディックウォーキング 有料 ※無料で貸ポールあり。
９:３０　中島公園野球場集合 《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

ふれあいサロンほっとな～るお元気講座
「認知症予防のポイント」
１３:００　同サロン（中島町） 《詳細》☎５０ー６６１１（同サロン）

１３㈮
～１５㈰

室蘭市退職校長会こぶしの会 作品展（絵画､彫刻､工芸など）
１０:００ イオン室蘭店 《詳細》☎２２ー３５３６（田中）

１４㈯

野鳥の会 探鳥会 有料 要申込 ※9/11まで。雨天時は15日に順延。
８:００ マスイチ展望台集合 《詳細》☎２３ー５２６２（三浦）

母恋駅を愛する会
マリン少年少女合唱団とみんなで大合唱を楽しみましょう
１３:３０　母恋駅 《詳細》☎２３ー３８０１（仁岸）

室蘭港立市民大学講座 有料 要申込

FMびゅ～１０年の歩みと地域放送の役割
１３:３０　市民会館 《詳細》☎080ｰ5220ｰ9880（南川）

アンサンブル ヴェルヴ公演（クラシックなど）　　
｢音｣故知新 新しい時代と共に紡ぐ旋律 有料
１４:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ3573ｰ3085（伊勢）

日 行　　　　事
１４㈯
１５㈰

市民文化祭 室蘭華道連盟 いけ花展
１０:００ 室ガス文化センター 《詳細》☎２２ー３６７０（加藤）

１５㈰

市民文化祭 室蘭吟道協議会 吟道大会
９:３０ 室ガス文化センター 《詳細》☎４５ー６５２８（同協議会）

西いぶりファーマーズマーケット（採れたて野菜の販売）
１０:００ ビア･キャビン（中島町1ｰ5ｰ30）《詳細》☎080ｰ4070ｰ2456（楠本）

室蘭 ＲＥＧＧＡＥＢＡＳＨ 2019 有料
※保護者同伴の小学生以下は無料。

１２:００　中央埠頭 《詳細》☎090ｰ2812ｰ0447（レッドヒル）

映画『長いお別れ』上映会 有料
１４:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

地球岬・満月の会 満月観賞会 ※十五夜は13日。
月の出…１８:３７、日の入り…１７:４８、月の見ごろ…１４～１６日
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

１６㈪
「笑顔のおてつだい」バリアフリーコンサート

要申込
１４:００ 室ガス文化センター《詳細》☎0120ｰ7878ｰ07（同事務局）

１７㈫ 清水町サロン健康講座 お口の健康大切に
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

１９㈭
～２２㈰

北海道美術作家協会写真部 道美展写真部 胆振支部展
１０:００（19日は12:00から）
　　　 NHKプラザミュー 《詳細》☎090ｰ6266ｰ9074（沢谷）

２０㈮
～２２㈰

港の文学館支援チャリティーバザー（古本市、手芸、野菜など）
１０:００　港の文学館 《詳細》☎２４ー６８７２（花谷）

２０㈮
～３０㈪

今野貴三男 ボールペンスケッチ画展 
炭鉄港から室蘭港まで（明治～鉄の町・ものづくり室蘭へ）
１０:００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

２１㈯
北海道言友会･室蘭ブロック例会ことばがどもる人集まりましょう 有料
１８:００　障害者福祉総合センター（ぴあ216）

《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

２１㈯
２２㈰

室蘭市民美術会をささえる会 作品即売会
（陶芸、絵画：高野次郎作品集、手編み作品など）
１０:００　旧室蘭駅舎 《詳細》☎090ｰ7053ｰ4962（丸山）

２２㈰ 室蘭蘭友会（出品株の紹介、人気投票）
１３:００　NHKプラザミュー 《詳細》☎４３ー７２５５（小田桐）

２２㈰
２３㈪

エルム楽器 音楽教室発表会
１０:００　市民会館 《詳細》☎４４ー１１５６（同店）

２３㈪
伊藤まゆみバレエ研究所 創立４０周年記念公演
『バヤデルカ』（全３幕）有料
１４:００ 室ガス文化センター 《詳細》☎４４ー６５５６（同研究所）

２６㈭
～２９㈰

土と遊ぼう！陶芸体験教室 成果作品展
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２７㈮ 源氏物語に親しむ 竹河～たけかわ～ 有料
１３:００　港の文学館 《詳細》☎５５ー５３６３（増子）

２７㈮
～２９㈰

絵画サークルマーブル作品展（油彩）
１０:００ イオン室蘭店 《詳細》☎４５ー７６８３（舘岡）

２８㈯

第5回 健康プラザデラックス
子どもから大人まで、見て、触れて、楽しく健康を学ぼう
（プチ健診、医療機器操作体験、変身！ドクター＆ナースなど）
１０:００　日鋼記念病院 《詳細》☎２４ー１３３１（同院）

新舞踊九十九十紫彬会 舞踊発表会 有料
１３:００　市民会館 《詳細》☎４４ー８４２２（九十九）
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室蘭きのこの会 きのこの展示会・鑑定
１０:００ ぷらっと。てついち ※29日のみキノコ汁販売。
講演会「北海道でみられるトリュフの仲間」
２９日１４:0０　市民会館 《詳細》☎090ｰ5220ｰ4082（五十嵐）
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悠悠ライフ文化祭 舞踊・カラオケ
１２:００　市民会館 《詳細》☎４５ー７０８２（松浦）

サクソフォン・アンサンブル・サクパル演奏会
１４:００　港の文学館 《詳細》☎050ｰ5217ｰ5861（土井）

月9 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。


