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11月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、10月1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

野鳥の会室蘭支部 市民探鳥会

室蘭きのこの会 市民キノコ採取会

測量山やマスイチ展望台などで観察し
ます。雨天時は、翌日に延期します。
日時 10月19日(土) 8:30〜11:00
集合場所 唐松平 料金 100円
申込方法 10月16日まで、電話で
詳細 同会・三浦☎23ｰ5262

室蘭岳山麓バットの森でキノコを採取
し、休憩室で鑑定します。鑑定後には、
キノコ汁も用意します。
日時 10月14日(月) 9:00〜12:00
（8:00から受け付け）
集合場所 チマイベツ浄水場旧正門前（石川町）
料金 500円
用意する物 昼食、飲み物、手袋など
申込方法 当日会場で
詳細 同会・橋本☎090ｰ3777ｰ5509

秋の市民登山会（室蘭岳）無料
秋のさわやかな空気のなか、登山を楽
しみましょう。終了後は、だんパラ公園
第2駐車場で豚汁を用意しています。
日時 10月6日(日) 9:00〜
（8:30までに集合、小雨決行）
集合場所 だんパラ公園第2駐車場
用意する物 昼食、飲み物、雨具、手袋、
汗拭き用タオルなど
申込方法 当日会場で
詳細 室蘭山岳連盟・横山
☎090ｰ3393ｰ6709
10.9中国人殉難烈士

慰霊の集いと懇談会 無料
開催日 10月6日(日)
慰霊の集い 時間 13:00〜13:45
会場 中国人殉難烈士慰霊碑前（東町）
※雨天時は懇談会会場で実施。
懇 談 会 時間 14:00〜16:00
会場 中小企業センター
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
申込方法 当日会場で
詳細 同実行委員会・松原☎43ｰ6330

「いのちの輝き」講演会
全国各地で いのちの講演"を行ってい
る山本文子さんのお話を聞き、 いのち"
について考えます。お子さんの同伴も可。
日時 10月2日(水) 13:30〜15:00
会場 生涯学習センター「きらん」
定員 先着30人
料金 1,500円
申込方法 10月1日まで、電話または氏
名・電話番号を記入し、メールで
詳細 The birds and bees思春期活動
推進会・髙村☎090ｰ1302ｰ5116
bird.bees2010@gmail.com

室蘭消費者協会の講座
牛乳料理教室
日時 10月24日(木) 10:00、13:00
会場 北電ショールーム（寿町1ｰ6ｰ25）
定員 各先着15人
料金 各700円
申込期間 10月1日〜16日
エコ・リサイクル推進 小物づくり講座
キーホルダーを作ろう
日時 10月30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
申込期間 10月1日〜23日
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
申込方法 住所・氏名・電話番号、講座名
（料理教室は時間も）を記入し、ファクスで
詳細 同協会・山本☎090ｰ8901ｰ5939
FAX 23ｰ1580

室蘭障がい者スポーツ協会

ミンクール利用者連絡会 講演会

女性の起業 50歳からの挑戦
〜オレンジ色のオーブンと共に〜
働く女性は過去最多となっていますが、
自己実現を目指して起業する女性はごく
少数です。市内で活躍する女性起業家の
体験から、起業の課題と方策を考えます。
日時 10月12日(土) 13:30〜15:30
会場 胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）
定員 60人
料金 200円（資料代）
申込方法 10月1日から8日まで、電話で
詳細 同会・芝垣☎45ｰ8461

菅原美智子杯室蘭ボッチャ大会

室蘭剣道連盟 剣道体験教室 無料

2人1組のチームで行う、ボッチャの
競技大会を開催します。
日時 10月20日(日) 12:30〜17:00
会場 武揚体育館
定員 先着16チーム
料金 1チーム500円
申込方法 10月10日まで、
電話または代表者の住所・氏名・電話
番号・チーム名を記入し、ファクスで
詳細 同協会・松山☎・ FAX 45ｰ4222

幼児（保護者同伴）から大人まで経験の
ない人も、剣道を楽しんでみませんか。
運動しやすい服装で、お越しください。
日時 10月14日(月) 9:00〜12:00
会場 市体育館
用意する物 新聞紙（朝刊3日分程度）
申込方法 当日会場で
詳細 同事務局・松島☎59ｰ6647

男女平等参画推進市民会議

親なきあと"に障がいのある子どもが
困らないための保護者へのお話です。
日時 11月9日(土) 10:00〜12:30
会場 室ガス文化センター
定員 先着100人
申込方法 10月30日まで、電話または氏
名・電話・所属を記入しファクス、メールで
詳細 同会☎22ｰ5671FAX 22ｰ5672
mcikusei@beige.plala.or.jp

オープン例会

無料

「働き方改革で未来は変わる！?」をテー
マに、講演会とロールプレイを行います。
日時 10月19日(土) 13:30〜16:00
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
申込方法 当日会場で。託児（無料）は、
10月11日までに電話で予約が必要
詳細 同会議・越田☎23ｰ0678
室蘭友の会 家計ウイーク

〜わが家の家計見える化に挑戦〜
日時（10月）

内

容

会

場

・家族と家計
生涯学習
26日(土) ・台所のエコ
センター
・子どもの料理（実費） ｢きらん｣
29日(火) ・年末年始の家計
30日(水) ・台所のエコ
31日(木) ・家族と家計

室蘭友の家
東町
4ｰ14ｰ7

(

)

時間 10:00〜12:00
料金 各300円（2回目以降は無料）、託
児は100円（予約が必要、おやつ付き）
申込方法 事前に電話で
詳細 同会☎45ｰ0605

はちどりプロジェクト カンボジア活動報告会
カンボジアに同プロジェクトが建てた、
小学校の卒業式の報告会です。
対象 中学生以上
日時 10月5日(土) 18:00〜19:00
会場 ほしのおくりもの（東町2ｰ27ｰ4）
定員 先着20人
料金 500円、大学生以下300円
申込方法 当日まで、代表者氏名・参加
人数を記入し、メールで
詳細 同代表・宮手☎080ｰ3262ｰ0750
hachidori2011@hotmail.co.jp

NPO法人室蘭市手をつなぐ育成会

障がいのある子の親なきあとのセミナー 無料

『室蘭文藝』53号作品募集
自作の文芸作品を募集します。掲載の
可否は、編集委員会で判断します。
投稿規定 400字詰め原稿用紙で
小説、児童文学、評論50枚以内
随筆、紀行文5枚以内
短歌5首
詩40行以内
俳句、川柳5句
掲載料 1冊1,200円の掲載誌を購入
小説・評論（10冊）12,000円、随筆、詩
（3冊）3,600円、短詩型（1冊）1,200円
申込方法 10月31日まで、原稿に住所・
氏名・電話番号を記入、封筒には「室蘭
文 藝 5 3号投 稿 原 稿」と明 記し、郵 送、
メールで。ＵＳＢも可。
応募先 室蘭文芸協会編集委員会
051ｰ0022海岸町1ｰ1ｰ9
obikiyoshi@hotmail.co.jp
詳細 同事務局・浅野☎85ｰ9508

朗読奉仕者の会 会員募集
視力障がいのある人のための、
「情報
発信のお手伝い」「本を読んで録音した
ものを貸し出す」などの活動を行ってい
ます。月2回、聞き手に届くより良い朗
読を目指し、勉強会も開いています。詳
細は、お問い合わせください。
詳細 室蘭身体障害者福祉協会・松山
☎45ｰ4222
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