
　登山の前に飲み物をお渡しします。
日時　10月4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・水筒・雨具・手袋・
マスク・ウエットティッシュ
申込方法　当日会場で
詳細　室蘭岳友会・桜庭☎46-4681
 

　マスクを着用し参加してください。荒
天時は中止します。
日時　10月4日(日) 13:00～
会場　中国人殉難烈士慰霊碑前(東町)
申込方法　当日会場で
詳細　同実行委員会・松原☎43-6330

　測量山やマスイチ浜などで観察します。
雨天時は翌日に延期します。
日時　10月10日(土) 
　　　8:30～11:00
集合場所　唐松平
料金　100円(保険料)
申込方法　10月7日まで、電話で
詳細　同会・福富☎090-9514-8665

　赤ちゃんから高齢者まで年齢を問わず
交流でき、うどんを提供しています。
日時　10月10日・17日・24日(土)
　　　10:30～12:30　
会場　ワニワニクラブ
　　　(ぷらっと。てついち内)
料金　大人250円、中学生以下100円
申込方法　各当日12時まで、電話また
は直接
詳細　同実行委員会・吉田
　　　☎090-5223-3969

　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。10月は弁
当をお渡しします。（各日100食限定)
日時　10月10日・24日(土)
　　　12:00～13:00
会場　ハートセンタービル(東町2-3-3)
料金　大人300円、高校生以下は無料
申込方法　各前日まで、電話で
詳細　室蘭母子福祉会☎84-8730

　自作の文芸作品を募集します。3作品
まで応募できます。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54号投稿」と明記し、郵送
またはメールで。ＵＳＢメモリも可
応募先　室蘭文芸協会編集委員会
　　　　　051-0022 海岸町1-1-9
　　　　　obikiyoshi@hotmail.co.jp
詳細　同会・浅野☎85-9508

　第一線で活動する女性リーダーから、
室蘭のまちづくり活動や市民活動の現状
を学び、市民として自分にできることは
何かを考えます。
日時　10月17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)
料金　200円(資料代)
申込方法　事前に電話、または氏名・電
話番号を記入し、ファクス、メールで
詳細　同会・芝垣☎45-8461　45-2782
　　　　mro-ishii@mug.biglobe.ne.jp

　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。
対象　市民
日時　10月18日(日) 
　　　12:00～17:00
会場　海陽小学校体育館
定員　先着12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☎・　45-4222

　運動しやすい服装で参加
してください。基本動作や
サンドバッグ打ちなどを行
います。
対象　5歳以上
日時　10月20日(火)・23日(金)
　　　18:00～18:50（小学生以下）
　　　19:00～20:00（中学生以上）
会場　高橋ビル2階（中島町4ｰ14ｰ5）
定員　各5人程度
申込方法　事前に電話で
詳細　同連盟・樋口☎080ｰ5594ｰ8618

　がんの告知を受けた経験のある人が集
い、話したり、情報交換ができる場です。
公認心理師による簡単ス
トレスケアのお話もあり
ます。
日時　10月31日(土) 
　　　13:30～16:30
会場　ゴチャマーゼ中島
　　　(プレアディス中島5階)
料金　500円(軽食代を含む)
申込方法　10月30日まで、氏名・電話
番号またはメールアドレスを記入し、
メールで
詳細　同会・溝端
　　　　sunny2020@mbr.nifty.com

日時　10月31日(土) 14:00～16:30
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43人
申込方法　住所・氏名・電話番号・所属
(保護者、保護者以外は職業、勤務先)と
質問を記入し、ファクスまたはメールで
詳細　同会・熊谷☎・　23-1923
　　　　ld.in.muro@gmail.com

　毎年『室蘭文藝』を発行し、合評会を
行っています。また、会員は機関誌への
掲載料が割引になります。詳細は、お問
い合わせください。
会費　年額3,000円
詳細　同会・浅野☎85-9508

『室蘭文藝』54号作品募集

子ども食堂「なかよし食堂」

野鳥の会室蘭支部 市民探鳥会

室蘭文芸協会 会員募集

がん患者の会「Sunny サニー」

地域食堂･輪西｢土曜サロン ワニワニ｣

室蘭ＬＤを考える会　教育講演会
みんなでつながる特別支援教育

ミンクール利用者連絡会 講演会
あなたがやらなきゃ変わらない！
～室蘭のまちづくりに参加して～

室蘭障がい者スポーツ協会
菅原美智子杯室蘭ボッチャ大会

秋の市民登山会(室蘭岳) 無料

FAX

FAX

FAX

室蘭空手道連盟
カラテ体験・見学会無料

10.9中国人殉難烈士慰霊の集い 無料

無料

雨天時は翌日に延期します。
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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ｰ2193　　25ｰ2835　　shimintaiwa@city.muroran.lg.jpFAX
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困ったときの
あれ
これ相談

月10 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。

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

市民相談(生活の悩みなど)実施日　10月14日(水)
　　　　　　 28日(水)
時間　17:30～20:30
　　　（1人40分以内）
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

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）
　　　　　　☎25-3100
　　 　　　
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

消費生活に関する相談行政書士による無料相談
(先着5人・事前申込)

行政書士くらしの
無料相談
(相続、各種認可など。事前申込)
実施日　10月17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

司法書士による
無料法律相談
(事前申込)

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、事前申込が必要)

実施日　10月16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9日)

実施日　10月8日(木)
時間　９:30～12:00
　　　(1人30分以内）
会場・詳細　市民相談室
　　　　　　(市役所本庁舎1階）
　　　　　  ☎25ｰ2703

弁護士による無料法律相談
(各先着５人・事前申込)
実施日　10月10日(土)・24日(土)
時間　９:30～12:00
　　 （1人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

実施日　10月7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

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ｰ771ｰ208

FAX

FAX

実施日　10月8日(木)　　時間　11:00～15:00
会場　モルエ中島内 イベントスペース
詳細　北海道管区行政評価局行政相談部
　　　☎011ｰ709ｰ2311

一日合同行政相談
(年金、相続、行政に関する相談)

日 行　　　　事

～２㈮
５㈪～
３０㈮

せいてつギャラリー 今野 貴三男 ペン画展
～私達の港都室蘭を再発見～
　　 ～2日　PartⅠ 市街地をぶらり歩けば…今昔に想う回顧録
5日～30日　PartⅡ 明治から令和へ…歴史を今に伝える見聞録
　９:００　製鉄記念室蘭病院がん診療センター 《詳細》☎４７ー４４０４（同院）

～４㈰ 山田 一夫 作品展－北緯４２°２０′からの風その先へ－
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

～１２/２７㈰
港の文学館 企画展
掛川源一郎『コタンのマリア・バチラー八重子』展
１０:００　港の文学館 《詳細》☎２２ー１５０１（同館）

  １㈭
  ２㈮
３１㈯

（1日）
満月鑑賞会（2日 · 31日）　　　　　　 ※催しはありません。
　1日　月の出…１７:２５、日の入り…１７:１８
　2日　月の出…１７:４６、日の入り…１７:１７、月の見ごろ…１～３日
31日　月の出…１６:３１、日の入り…１６:３２、月の見ごろ…３０～１１月１日
　　　地球岬展望台 《詳細》☎０９０ー３１１６ー１１０３（池野）

１㈭·３㈯
８㈭·１０㈯

』集１第 譜花蘭『 展別特ニミ庫文うろくふ
１０:００　図書館 《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

３㈯ ＮＨＫ室蘭放送局 会館公開
１０:００　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎２２ー７２７１（同局）

４㈰ いけばな池坊巡回講座 有料
　９:３０　市民会館 《詳細》☎２２ー３６７０（加藤）

  ７㈬
２１㈬

室蘭グラウンド・ゴルフ協会 有料
７日･･･交流会、21日･･･秋季会長杯
　８:３０　入江運動公園多目的広場 《詳細》☎４３-６１３０（井山）

日 行　　　　事

９㈮ 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）

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）

１０㈯
地球岬街道夢の森づくりの会 夢の森植樹と観察会 ※雨天中止。
１３:３０　市立室蘭総合病院横の観光道路を地球岬方向に向かい、
　　　　１キロメートル先の看板前 

室蘭民報創刊７５周年・大川原脳神経外科病院50周年
室蘭医療フォーラム 要申込
１４:００　市民会館 《詳細》☎２２ー５１２３（室蘭民報社）

１４㈬
健康教室 ｢脳の活性化で認知症予防（脳トレ）」
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）

１５㈭
ふれあいサロンほっとな～るお元気講座
｢お話しがはずむ傾聴講座」
１３:００　同サロン（中島町） 《詳細》☎５０ー６６１１（同サロン）

１６㈮ ＱＣサークル北海道 室蘭大会 有料　
１２:５０　市民会館 《詳細》☎４４ー５３３４（首藤）

１７㈯ 映画『星屑の町』上映会 有料　　　　　　　　　　　
１４:３０　市民会館 《詳細》☎０９０ー９７５０ー０６２０（堀岡）

２０㈫ 清水町サロン 健康講座 絵手紙を楽しむ
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

し苦、身、ばへ従に世～ 』記丈方『 会むし楽を学文の本日  有料
１３:００　港の文学館 《詳細》☎２２ー６９５１（伊賀）

２３㈮
竹野留里with和心ブラザーズコンサート 有料　　　　
１４:３０、１８:３０　市民会館 《詳細》☎０９０ー７６５５ー１０７１（中島）


