
　自作の文芸作品を募集します。
投稿規定　400字詰め原稿用紙で
・創作および評論15～30枚程度
・随筆3～5枚
・詩30行以内
・短歌5首
・俳句5句
・川柳5句
※規定外は、お問い合わせください。
申込方法　9月1日から15日まで、住
所・氏名・電話番号・題名・作品に掲載
する氏名（ペンネーム可）を記入し、郵
送、CD、USBメモリまたはメールで
応募先　室蘭文化連盟「いぶり文芸編集
委員会」
　051ｰ0016 幸町6ｰ23
mpr52@amber.plala.or.jp

詳細　室蘭文芸協会・井村☎22ｰ7063

　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　9月12日・26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　当日12時まで、電話または
直接
詳細　同実行委員会・吉田
　　　☎090ｰ5223ｰ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。9月は弁当
をお渡しします。（各日100食限定）
日時 9月12日・26日(土)  12:00～13:00
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　各前日まで、電話で
詳細　室蘭母子福祉会☎84ｰ8730

　室蘭夜景のシンボル
〝測量山ライトアップ″。
　あなたのメッセージを込めた灯で、ま
ちを彩りませんか。
料金　1回4,000円
メッセージの紹介
・室蘭民報…毎週火曜日朝刊（火～木曜日分）
　　　　　 毎週金曜日朝刊（金～月曜日分）
・北海道新聞・室蘭(西胆振)版…点灯日の朝刊
・コミュニティー放送ＦＭびゅー…月～金曜日
　17:00からの番組(土･日曜日分も含む)
・ホームページ（http://muroran-
　renaissance.or.jp/category/
　lightup_message)…点灯日
申込方法　点灯希望日の10日前までに、
電話、または、メッセージ（氏名・団体
名を含め80字以内）を添えて、ファク
スで
詳細　室蘭ルネッサンス事務局
　　　☎・　23ｰ6600

対象　ボイラー取扱い主任者・業務従事
者で、免許取得またはボイラー取扱作業
主任者に選任された後、おおむね5年経
過した人
日時　11月20日(金)  9:00～17:00
会場　中小企業センター
定員　先着40人
料金　7,700円（別途、テキスト代がか
　　　かります）
申込方法 11月12日まで、ホームページ
（http://www.jba-hokkaido.sakura.
ne.jp/muroran）に掲載の申込書を、
郵送または直接(祝日を除く、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☎43ｰ5696
　050ｰ0083 東町3ｰ27 MGビル4階

　和食の調理に牛乳を使い、減塩とカル
シウム不足の解消ができる「乳和食」を
作ります。
日時　10月13日(火)  10:00、13:30
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　各先着15人　料金　700円
申込方法　9月1日から10月7日まで、
住所・氏名・電話番号・希望の時間を記
入し、ファクスで
詳細　同協会・山本☎090ｰ8901ｰ5939
　　　　 23ｰ1580

『いぶり文芸第51集』作品募集

地域食堂･輪西｢土曜サロン ワニワニ｣ 室蘭消費者協会 料理教室

子ども食堂「なかよし食堂」

FAXFAX

伝 言 板 □ 政治的・宗教的なもの
□ 営利目的のもの
　 （将来的に営利につながる可能性があるものを含む）
□ 公序良俗に反するもの
□ 特定の個人・団体の相互連絡が目的のもの
□ 公共性、公益性を損なうもの
□ その他、掲載がふさわしくないもの

　伝言板に掲載するにはルールがあり、右の項目に該当する
ものは掲載できません。また、紙面に限りがあるため、掲載
できない場合がありますので、ご了承ください。

《詳細》広報課 ☎25ｰ2193

あなたの思いを希望の灯に
測量山ライトアップ

ボイラー取扱い作業主任者能力向上
および業務従事者安全衛生教育

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。

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　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
(1日先着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 9月19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

働きたい人のための出張無料相談
(就労相談・体験、おおむね15～49歳の人とその家族)

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 9月18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10日)

実施日 9月10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
(1日先着５人・事前申込)
実施日 9月12日(土)・26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　9月2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18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
　　　とまこまい「サポステ・プラス」
　　　☎0144ｰ84ｰ8670

行政相談委員による定例相談
(国や道、市の行政について)
実施日 9月10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ｰ709ｰ1803

実施日 9月9日(水)・23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

FAX
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日 行　　　　事

～１０/４㈰ 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）

２㈬
地球岬・満月の会　満月鑑賞会 ※催しはありません。
月の出…１８：３３、日の入り…１８：０９、月の見ごろ…１日～３日
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎０９０ー３１１６ー１１０３（池野）

 ２㈬
１６㈬

室蘭グラウンド・ゴルフ協会 有料
２日…交流会
１６日…秋季市民体育大会
８：３０ 入江運動公園多目的運動広場 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

３㈭
～５㈯

うまいもの市
（かにめし、玉こんにゃく、きりたんぽなど１７店が出店）
１０：００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

 ３㈭・  ５㈯
１０㈭・１２㈯
２６㈯

ふくろう文庫ミニ特別展『釈尊絵伝』
１０：００　図書館本館 《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

 ５㈯
２７㈰

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）

９㈬
～１３㈰

道展室蘭支部展
１０：００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１１㈮
～１３㈰

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》☎０９０ー５９８７ー４９９１（田中）

日 行　　　　事

１１㈮
２０㈰

ノルディックウォーキング 有料 ※無料貸ポールは１５セット。
１１日…例会　中島公園野球場
２０日…例会　旧室蘭駅舎
９：３０　各会場に集合 《詳細》☎０９０ー９０８７ー５０６８（黒政）

１３㈰
室蘭ウォーキング協会　三寺巡り　　　　　　　
「重巡洋艦足利殉職者慰霊碑巡礼」
９：００　旧室蘭駅舎集合 《詳細》☎０９０ー３８９７ー２１６４（成田）

１５㈫ 清水町サロン 健康講座「受けて得する健診のお話」
１３：３０　清水町サロン 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

１７㈭
１９㈯

地球岬街道夢の森づくりの会
夢の森の草刈り等整備と樹木の保育管理 ※雨天中止。
９：３０ 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 《詳細》☎２４ー２７１０（森川）

１８㈮ 源氏物語に親しむ 東屋～あずまや～ 有料
１３：００ 港の文学館 《詳細》☎５５ー５３６３（増子）

２０㈰
～２２㈫

エルム楽器音楽教室発表会
１０：３０、１３：３０、１６：００（２２日は１０：３０からのみ）
　　　 市民会館 《詳細》☎４４ー１１５６（エルム楽器）

２１㈪ 名作こども映画会 有料
１０：２０ 室ガス文化センター《詳細》☎０９０ー３１１６ー９９０９（守屋）

２３㈬
２４㈭

いろどりマーケット手仕事展
（和小物、オリジナル服・アクセサリーなど）
１０：００　市民会館 《詳細》☎０９０ー１３８０ー２２５７（木田）

２７㈰ 映画『ひまわり』上映会 有料
１４：３０　市民会館 《詳細》☎０９０ー９７５０ー０６２０（堀岡）


