
 介護者リフレッシュ講座と介護相談
 ｢気持ちをリフレッシュ！アロマテラピー｣
対象　要介護者のいる家族
　　　（要介護の家族と一緒に参加も可）
日時　12月12日(木)  10:00～14:00
会場　生涯学習センター｢きらん｣
定員　先着20人　料金　800円
申込方法　12月9日まで、電話で
 学習会｢成年後見制度を知ろう｣
日時　12月19日(木)  10:00～12:00
会場　中小企業センター　定員　先着20人
申込方法　12月18日まで、電話で
詳細　同事務局・谷中☎090ｰ7643ｰ4189

　カンボジア支援プロジェクトの活動を
紹介し、ディスカッションを行います。
日時　12月14日(土)  17:00～18:30
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　1,000円（大学生以下300円）
申込方法　当日まで、メールで
詳細　宮手☎080ｰ3262ｰ0750
　　　　hachidori2011@hotmail.co.jp

　子どもから大人まで一緒に食事をして、
交流する場を提供している地域食堂です。
日時　12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
料金　大人300円、高校生以下100円
申込方法　12月8日まで、電話で
詳細　同事務局☎59ｰ5255

　｢更生保護～立ち直りを信じることか
ら始まる世界～｣をテーマに、保護観察
官の大脇堅儀さんがお話しします。
日時　12月5日(木)  13:30～15:30
会場　市民会館
申込方法　当日会場で
詳細　石倉☎090ｰ3468ｰ1966

　｢誰のための水道民営化？〝水道法改正〞｣
をテーマに、｢水｣｢社会｣｢未来｣を考えます。
日時　12月15日(日)  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80人　料金　300円（資料代）
申込方法　当日会場で
詳細　同事務局・三澤☎050ｰ5372ｰ9543

 民謡｢祥光会｣（見学可）
日時　毎週金曜日　18:00～20:00
会場　ＮＨＫプラザミュー
 三味線｢真奏｣（見学可）
日時と会場　希望を事前に相談
詳細　祥光会・作田☎24ｰ0638

　初心者でも1時間程度で手打ちそばを
作り、打ったそばは持ち帰ります。
日時　12月7日(土)  9:00～12:30
会場　高砂町会館分館（高砂町5ｰ14）
定員　先着14人　料金　1,000円（材料費）
申込方法　12月1日から6日まで、電話で
詳細　室蘭手打ちそば愛好会・堀
　　　☎090ｰ7647ｰ6723

　パソコンの基本やワープロ、表計算、
職業能力を学びます。
日時　令和2年1月24日(金)～4月23日(木) 
　　　9:40～16:05
会場　中小企業センター
料金　無料（別途教科書代3,652円）
申込方法　12月10日から令和2年1月6日
まで、ハローワーク室蘭訓練相談窓口で
詳細　ＮＰＯ法人くるくるネット・鳥山
　　　☎070ｰ5601ｰ7968

　職場や家庭で人間関係に悩む人を対象
に、人間関係が楽になる思考術を学びます。
日時　12月22日(日)  10:00～11:30
会場　生涯学習センター｢きらん｣
定員　先着15人　料金　2,500円
申込方法　12月21日まで、電話または
メ－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

　レッスンを受けることで、年齢に関係
なく安全に滑ることができます。（有料
で用具のレンタルもあります）
対象　小学３年生以上
日時　令和2年1月5日(日)  13:00～15:00
会場　だんパラスキー場　
定員　先着30人　
申込方法　12月16日から令和2年1月2日
まで、だんパラスキー場（☎43ｰ5600）
に電話で
詳細　室蘭スノーボード協会・日栄
　　　☎090ｰ7642ｰ8431

日時　令和2年1月14日(火)～16日(木)
　　　9:00～17:00
会場　中小企業センター　定員　先着20人
料金　19,800円（別途テキスト代が必要）
申込方法　令和2年1月7日まで、現金書留
または直接（月・水・金曜日9:00～12:00）
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　
　

　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　12月7日・21日(土)  12:00～14:00
　　　（7日はクリスマス会）
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

ＮＰＯ法人はちどりプロジェクトの講座
SDGｓ×はちどり 語ろう！考えてみよう！行動しよう！

スキルアップで就職!～求職者支援訓練～
パソコン基礎科 受講生募集

年越し用手打ちそば教室 スノーボード講習会

ボイラ実技講習

子ども食堂「なかよし食堂」

カウンセリングルームゆうびの心理学講座 

もとむろランチ食堂 クリスマスミニパーティー

室蘭更生保護女性会公開講座

室蘭いが栗の会 講座・学習会

無料

無料

無料

FAX

室蘭・登別・伊達三市合同企画事業
男女平等参画フォーラム２０１９

民謡・三味線 会員募集

詳細　室蘭スキー連盟・若山☎090ｰ9081ｰ0054　　43ｰ5695

だんパラスキー学校の受講生募集
対象　小学生以上

申込方法　各初日の1週間前まで、ロッジだんパラ、イオン室蘭店に料金を
　　　　　添えて直接。｢キッズのみ｣｢キッズ親子ペア｣はロッジだんパラに申し込み。
　　　　　各コース先着順。ファクスで申し込みの場合、料金の支払いは初日に会場で
＊のコースは親子割引があるので、親子で申し込む場合は事前に連絡してください。

キッズは、5歳～就学前の子どもが対象。キッズもリフト
に乗れて滑ることができれば、各コースに参加可能(
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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1月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、12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

22723 広報むろらん 2019年12月

① ② ③

月12 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。

リフト２時間券
１枚と交換

《詳細》だんパラスキー場 ☎43ｰ5600

住　　所　室蘭市  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名　 　　　　　　　　　　　　年　齢　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

リフト2時間券無料引換券

だんパラスキー場
リフト2時間券無料引換券のご案内

※無料引換券の利用は、１人１回までです。（コピー不可）
※記入していただいた個人情報はデータ集計にのみ利用させていただき、適切に処理いたします。

室蘭
市民
限定
利用期間

無料引換券に
住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、
切り取る

だんパラスキー場
リフト券売り場に
無料引換券を持参

日 行　　　　事

１㈰
市民文化祭 室蘭演奏家協議会 定期演奏会 有料

～あなたと見たい風景～（クラシック）
１５:００　市民会館 《詳細》☎４７ー２６３６（越後）

２㈪ 歌謡講座発表会
１２：００　市民会館 《詳細》☎４６ー１８１７（井上）

３㈫
～８㈰

室蘭ライオンズクラブ「むろらんだいすき」 児童絵画展
１０:００（３日は１３：００から）
　　　 市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

５㈭
７㈯

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）

７㈯ ソララＸｍａｓコンサート（ミニハープ）
１３:３０　港の文学館 《詳細》☎５５ー５１２１（佐々木）

８㈰

ピアノ発表会
１３:３０　市民会館 《詳細》☎０９０ー６６９３ー１４６９（平岡）

市民文化祭 ＡＪＧダンスコンサート
１４:００ 室ガス文化センター 《詳細》☎４３ー２９０１（奥田）

１０㈫ 清水町サロン健康講座クリスマス会
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

１１㈬
健康教室「風邪予防の食事」「脳の活性化で認知症予防」
１３:３０　ふれあいサロンよってけ浜町（中央町）

《詳細》☎２４ー２１１２（地域包括支援センター母恋）

１１㈬
１８㈬

製鉄記念室蘭病院 市民公開健康セミナー
１１日…１５：００ ｢胆石について｣ ※駐車料金は無料。
１８日…１５：００ ｢心房細動とは｣
　　　 同院がん診療センター 《詳細》☎４７ー４４０４（同院）

１２㈭
１３㈮

｢炭鉄港｣ 日本遺産認定記念演劇公演 有料　　　　
室蘭ＶＯＸ公演～『鐵の人』
１２日…１４：００、１３日…１８：３０
　　　 市民会館 《詳細》☎８３ー６８５４（室蘭ＶＯＸ）

１３㈮

万葉集座談会 有料 要申込 ※聴講のみも可。
１３:００　港の文学館 《詳細》☎２２ー４０５６（竹之内）

ふれあいサロンほっとな～るお元気講座　
｢転ばぬ先のリフォーム～家族の安全を守る住まいの知識～｣
１３:００　同サロン（中島町） 《詳細》☎５０ー６６１１（同サロン）

１３㈮
～２５㈬

わざの里山 あかり展（しめ縄・わらじ作りなど）有料
１０:００　旧室蘭駅舎 《詳細》☎０９０ー４８７２ー９０５８（江口）

日 行　　　　事

１４㈯

母恋駅を愛する会　
マジカル秀さん「マジックショー」と
今清子さん「一人芝居」を楽しみましょう
１３:３０　母恋駅 《詳細》☎２３ー３８０１（仁岸）

１４㈯
２１㈯
２８㈯

フロアゴルフ体験・交流会 有料
１４日９:００…体験・交流会 旭ヶ丘小学校　
２１日９:００…体験・交流会　地球岬小学校　　　
２８日９:００…会長杯交歓会　市体育館《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

１５㈰

ねもころ・冬（ハンドメイド作品、焼菓子販売、ワークショップなど）
１０:００　生涯学習センター｢きらん｣《詳細》☎４８ー９０８８（河澄）

室蘭ジュニアオーケストラ 定期演奏会
１４:００　市民会館 《詳細》☎０９０ー３１１６ー２６０７（清原）

室蘭ジャズサウンド協会（ＭＵＪＡＫＩ）
２０１９ジャズフェスティバル・イン・室蘭 有料
１７:００ 室ガス文化センター《詳細》☎０９０ー８８９５ー８２０５（佐藤）

２０㈮

日本の文学を楽しむ会「方丈記」～安元の大火～ 有料 要申込

１３:００　港の文学館 《詳細》☎２２ー６９５１（伊賀）

映画『〝樹木希林″を生きる』上映会 有料
１４:３０　市民会館 《詳細》☎０９０ー９７５０ー０６２０（堀岡）

２１㈯
１４:００ ＮＨＫプラザミュー

蘭岳コンサート（ジャズ）
（ベース:柳真也、ピアノ:山下ヤスシ、ドラムス:舘山健二）
１４:３０　室蘭工業大学大学会館 《詳細》☎４６ー５０１６（同大学）

２２㈰

９１０２ｎｉｓｓａｒＢ祭楽奏吹盟連楽奏吹蘭室 有料
１３：００ 室ガス文化センター ※小学生以下は無料。

《詳細》☎４４ー３７５８（桜蘭中学校・舘脇）

イルミネーションファクトリー２０１９
１４:００…クリスマスカードや木の粘土のストラップ作りなど
１7:００…イルミネーション点灯
　　　 室蘭工業大学Ｎ棟１階　

《詳細》☎０８０ー５９２４ー２４２８（同大学・髙井）

伊藤珠里門下生によるピアノ発表会　　
１４:３０　市民会館 《詳細》☎４５ー６７７７（伊藤）

２７㈮ ピアノ試演会
１４:３０　市民会館 《詳細》☎０９０ー２０５０ー５７７２（黒田）

2019-2020シーズン

2019-2020
シーズンの
オープン期間中

《詳細》☎０９０ー７５１４ー４７５８（尾﨑）


