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～11/29日 生涯学習センター「きらん」開館2周年
きらん祭り＆市民活動ミュージアム2020を開催します

きらん祭り

　これまで多くの世代の人たちに利用されてきた生涯学習センター「きらん」
は、平成30年12月1日の開館から2周年を迎えます。
　今年のきらん祭り＆市民活動ミュージアム2020は、新型コロナウイルス
感染症の拡大を防止するため、「新北海道スタイル」を取り入れたイベント
や作品展示を中心に行います。ぜひお越しください。

ブックパーク☆わくどきイベント
～ガチャガチャにチャレンジ！～
　きらん祭り＆市民活動ミュージアム2020に参加して、ブッ
クパークで本を5冊借りるとガチャガチャにチャレンジできま
す。景品は雑誌付録やスタッフの手作りおもちゃなどが当たり
ます。何が当たるかお楽しみに。

登録団体による
活動紹介ポスター展
　市民活動センターの登録団体の活動を
紹介するポスターを展示します。
日程　11月2日(月)～29日(日)

①11月29日までの期間中に「きらん祭り」または
「市民活動ミュージアム2020」に参加し、参加
証をもらう

②ガチャガチャの開催日に参加証をブックパークカ
ウンターに提示し、本を5冊借りる

日時 11月1日・8日・15日・22日・29日(日)　10:00～
定員　各先着30人
参加方法

生涯学習センター
「きらん」
2階交流ひろば

会場

《詳細》生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

入場料　1 歳～小学生 200円、
　　　　1歳未満の子ども・子どもに同伴の保護者は無料
パスポート　半年…1,200円、年間…2,000円
申込方法　当日会場で
《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

キッズパークでmake you happy♪
～ 2 周年までカウントダウン～

日時　11月1日(日)～12月2日(水)　10:00～16:45

●2周年アニバーサリーフォトスポット
　キッズパークの誕生日までカウントダウン

日時　11月1日(日)～12月2日(水)　10:00～16:45

●キッズパークヒストリー
　キッズパークの2年間を振り返る展示

日時　11月21日(土)～30日(月)　10:00～16:45

●キッズパーククイズ
　キッズパークに関するクイズに挑戦

きらん講座・同好会の体験講座
　生涯学習センター「きらん」で開催している講座を体験でき
ます。材料費がかかる講座・同好会もあります。詳細は、お問
い合わせください。

申込方法　事前に電話で

きらん講座・同好会の展示

日程　11月29日(日)まで
《詳細》生涯学習センター「きらん」管理事務室
 　　　☎83-7750

　習字講座や油絵講座、陶芸講座などの作品展示です。

市民活動ミュージアム2020
～今だからこそ、できること～

《詳細》市民活動センター ☎83-7751
開館時間　月～金曜日　9:00～21:00
　　　　　土曜日　　　9:00～17:00
休館日　　日曜日、祝日

展示

わざの里山　あかり展
　木製灯具から照らし出す灯りと、ジェ
ルキャンドルの温かくも幻想的なハーモ
ニーをお楽しみください。
日程　10月27日(火)～11月7日(土)
　　　(11月7日は15時まで)

市民活動センター
展示スペース

会場

室蘭文芸作家の色紙展
　「新型コロナと文学」をテーマに、小
説や随筆、詩、短歌、俳句、川柳などで
新型コロナウイルス感染症の感想を色紙
に表現した地元作家による展示です。
日程　11月10日(火)～21日(土)
　　 (10日は12時から、21日は15時まで)

マイギャラリー写真展
　自由なテーマで写した風景や動物、花、
家族などの写真約35点を展示します。
日程　11月24日(火)～12月5日(土)
　　　(12月5日は15時まで)

展示

申込方法 前日まで、電話で

生涯学習センター
「きらん」
2階交流ひろば

会場

会場

講座

申込方法 各前日まで、電話で

市民活動センター
会議・講座スペース

講座

くつ下人形づくり
ワークショップ＆活動紹介
　人形劇団えりっこによるミニ人形劇鑑
賞や人形作り、トークを行います。
日時　11月6日(金)　10:00～12:00
定員　先着14人　　料金　500円

木のおもちゃを作ろう
　木を使って、オンリーワンのおもちゃ
作りを体験しませんか。子どもでも作れ
ます。
日時　11月7日(土)　10:00～12:00
定員　先着8人　　料金　500円

源氏物語に親しむ会
　源氏物語絵巻「鈴虫」詞書の説明と原
文の読み方、内容説明、朗読を行います。
日時　11月9日(月)　13:00～15:00
定員　先着15人　　料金　300円

帯アート結作り体験講座
　細帯(半幅帯)や帯揚げ、帯締めなどを
使ったインテリアを作ります。
日時　11月10日(火)　13:30～15:30
定員　先着8人　　料金　500円

手話講座
　簡単な手話を学びます。
日時　11月10日(火)　18:30～20:00

楽輝己書体験会
～筆ペンで年賀状を書こう
　筆ペンを使って、心のまま
に絵や言葉を描く己書で年賀
状を作ってみませんか。
日時　11月13日(金)
　　　11:00～12：00、13:00～14:00
定員　各先着3人　　料金　各100円

タオル帽子講習会
　がんを治療している患者さんがかぶる
タオル帽子を作ります。
日時　11月14日(土)　10:00～13:00
定員　先着12人　　料金　800円

初心者のための写真教室
　長く写真を続けられるよう、撮影の基
礎や写真の楽しさを学びます。
日時　11月24日(火)　13:00～14:30
定員　先着15人

たたらの歴史とたたら製鉄の方法
　日本古来の製鉄法である「たたら製
鉄」の歴史や製鉄方法を解説します。
日時　11月28日(土)　11:00～12:00
定員　先着15人

リズムクラブ（健康体操）
和紙の会
日向ひょっとこ踊り
カウルオカラジャパン（フラダンス）
クラフト和華
極真会館
藤井博子編み物教室
水彩画同好会
健康運動サークルチャックル
室蘭太極拳協会
自彊術（護身術）
リズムクラブ（健康体操）
坂ボクシングエクササイズ
反物サークル同好会
絵画サークルらいらっく

月

時間曜日 講　座

火
水

木

金

土

9:00

13:00

18:00
13:00

9:00

13:00

18:00
18:00
9:00
13:00

ゆい

クラフト和華　クリスマス作品作り
　パーチメントペーパーで、クリスマス
にちなんだ作品を2種類作ります。
日時　11月9日(月)　11:00～15:00
定員　先着20人
料金　800円

ラッキー

無料

無料

無料

無料

無料
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～11/29日 生涯学習センター「きらん」開館2周年
きらん祭り＆市民活動ミュージアム2020を開催します

きらん祭り

　これまで多くの世代の人たちに利用されてきた生涯学習センター「きらん」
は、平成30年12月1日の開館から2周年を迎えます。
　今年のきらん祭り＆市民活動ミュージアム2020は、新型コロナウイルス
感染症の拡大を防止するため、「新北海道スタイル」を取り入れたイベント
や作品展示を中心に行います。ぜひお越しください。

ブックパーク☆わくどきイベント
～ガチャガチャにチャレンジ！～
　きらん祭り＆市民活動ミュージアム2020に参加して、ブッ
クパークで本を5冊借りるとガチャガチャにチャレンジできま
す。景品は雑誌付録やスタッフの手作りおもちゃなどが当たり
ます。何が当たるかお楽しみに。

登録団体による
活動紹介ポスター展
　市民活動センターの登録団体の活動を
紹介するポスターを展示します。
日程　11月2日(月)～29日(日)

①11月29日までの期間中に「きらん祭り」または
「市民活動ミュージアム2020」に参加し、参加
証をもらう
②ガチャガチャの開催日に参加証をブックパークカ
ウンターに提示し、本を5冊借りる

日時 11月1日・8日・15日・22日・29日(日)　10:00～
定員　各先着30人
参加方法

生涯学習センター
「きらん」
2階交流ひろば

会場

《詳細》生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

入場料　1 歳～小学生 200円、
　　　　1歳未満の子ども・子どもに同伴の保護者は無料
パスポート　半年…1,200円、年間…2,000円
申込方法　当日会場で
《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

キッズパークでmake you happy♪
～ 2 周年までカウントダウン～

日時　11月1日(日)～12月2日(水)　10:00～16:45

●2周年アニバーサリーフォトスポット
　キッズパークの誕生日までカウントダウン

日時　11月1日(日)～12月2日(水)　10:00～16:45

●キッズパークヒストリー
　キッズパークの2年間を振り返る展示

日時　11月21日(土)～30日(月)　10:00～16:45

●キッズパーククイズ
　キッズパークに関するクイズに挑戦

きらん講座・同好会の体験講座
　生涯学習センター「きらん」で開催している講座を体験でき
ます。材料費がかかる講座・同好会もあります。詳細は、お問
い合わせください。

申込方法　事前に電話で

きらん講座・同好会の展示

日程　11月29日(日)まで
《詳細》生涯学習センター「きらん」管理事務室
 　　　☎83-7750

　習字講座や油絵講座、陶芸講座などの作品展示です。

市民活動ミュージアム2020
～今だからこそ、できること～

《詳細》市民活動センター ☎83-7751
開館時間　月～金曜日　9:00～21:00
　　　　　土曜日　　　9:00～17:00
休館日　　日曜日、祝日

展示

わざの里山　あかり展
　木製灯具から照らし出す灯りと、ジェ
ルキャンドルの温かくも幻想的なハーモ
ニーをお楽しみください。
日程　10月27日(火)～11月7日(土)
　　　(11月7日は15時まで)

市民活動センター
展示スペース

会場

室蘭文芸作家の色紙展
　「新型コロナと文学」をテーマに、小
説や随筆、詩、短歌、俳句、川柳などで
新型コロナウイルス感染症の感想を色紙
に表現した地元作家による展示です。
日程　11月10日(火)～21日(土)
　　 (10日は12時から、21日は15時まで)

マイギャラリー写真展
　自由なテーマで写した風景や動物、花、
家族などの写真約35点を展示します。
日程　11月24日(火)～12月5日(土)
　　　(12月5日は15時まで)

展示

申込方法 前日まで、電話で

生涯学習センター
「きらん」
2階交流ひろば

会場

会場

講座

申込方法 各前日まで、電話で

市民活動センター
会議・講座スペース

講座

くつ下人形づくり
ワークショップ＆活動紹介
　人形劇団えりっこによるミニ人形劇鑑
賞や人形作り、トークを行います。
日時　11月6日(金)　10:00～12:00
定員　先着14人　　料金　500円

木のおもちゃを作ろう
　木を使って、オンリーワンのおもちゃ
作りを体験しませんか。子どもでも作れ
ます。
日時　11月7日(土)　10:00～12:00
定員　先着8人　　料金　500円

源氏物語に親しむ会
　源氏物語絵巻「鈴虫」詞書の説明と原
文の読み方、内容説明、朗読を行います。
日時　11月9日(月)　13:00～15:00
定員　先着15人　　料金　300円

帯アート結作り体験講座
　細帯(半幅帯)や帯揚げ、帯締めなどを
使ったインテリアを作ります。
日時　11月10日(火)　13:30～15:30
定員　先着8人　　料金　500円

手話講座
　簡単な手話を学びます。
日時　11月10日(火)　18:30～20:00

楽輝己書体験会
～筆ペンで年賀状を書こう
　筆ペンを使って、心のまま
に絵や言葉を描く己書で年賀
状を作ってみませんか。
日時　11月13日(金)
　　　11:00～12：00、13:00～14:00
定員　各先着3人　　料金　各100円

タオル帽子講習会
　がんを治療している患者さんがかぶる
タオル帽子を作ります。
日時　11月14日(土)　10:00～13:00
定員　先着12人　　料金　800円

初心者のための写真教室
　長く写真を続けられるよう、撮影の基
礎や写真の楽しさを学びます。
日時　11月24日(火)　13:00～14:30
定員　先着15人

たたらの歴史とたたら製鉄の方法
　日本古来の製鉄法である「たたら製
鉄」の歴史や製鉄方法を解説します。
日時　11月28日(土)　11:00～12:00
定員　先着15人

リズムクラブ（健康体操）
和紙の会
日向ひょっとこ踊り
カウルオカラジャパン（フラダンス）
クラフト和華
極真会館
藤井博子編み物教室
水彩画同好会
健康運動サークルチャックル
室蘭太極拳協会
自彊術（護身術）
リズムクラブ（健康体操）
坂ボクシングエクササイズ
反物サークル同好会
絵画サークルらいらっく
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クラフト和華　クリスマス作品作り
　パーチメントペーパーで、クリスマス
にちなんだ作品を2種類作ります。
日時　11月9日(月)　11:00～15:00
定員　先着20人
料金　800円

ラッキー

無料

無料

無料
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