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◇ 明日につなぐ 

 

１．室蘭市民憲章制定４０周年記念 未来への手紙―タイムカプセル事業 

○ 事業概要  

市民憲章制定４０年の節目の年にあたり、市民憲章のより一層の普及を図るため実施（タ

イムカプセル）。 

また、市内の全中学生を対象に、１０年後の自分へのメッセージを葉書に書いていただき、 

２０２２年に本人に宛てて発送する（未来への手紙）。 

○ 事業内容説明  

① タイムカプセル～ 市内の小学４年生を対象に、「１０年後の自分」と「１０年後の

理想の室蘭」等をテーマにした作文と絵画を「未来への手紙」として書いていただき、

市民憲章制定日の８月１日にタイムカプセルに封入。カプセルは、道の駅「みたら室蘭」

に展示し、参加児童はもとより、多くの市民に対し市民憲章の大切さを伝えるとともに、

来館者にも市民憲章を普及・啓発を推進する事業となった。タイムカプセルは、１０年

後に開封し、成人祭にてお披露目する予定。 

② 未来への手紙～ 市内の全中学生を対象とした「未来への手紙」事業は、１０年後の

自分に宛てたメッセージ等を自由にはがきに書いていただき、２０２２年まで市が保管。

開港１５０年・市制施行１００年の記念事業として、本人に郵送する。 

「タイムカプセル」、「未来への手紙」は、いずれも１０年後の未来へつなげる事業として 

実施。 

○ 開催時期 平成２４年８月１日（水）…タイムカプセル 

○ 開催場所 白鳥大橋記念館…タイムカプセル 

○ 主催 室蘭市民憲章推進協議会（タイムカプセル） 

室蘭市（未来への手紙） 

○ 参加人数   ６５１名（タイムカプセル） 

       １，７１５名（未来への手紙） 

○ 担当課  生活環境部地域生活課（タイムカプセル） 

総務部総務課（未来への手紙） 
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２．自動車文庫ひまわり号誕生５０年記念―わらべうたから絵本の世界へ 

○ 事業概要  

本市では、平成２４年度から５ケ年計画で第２次子どもの読書活動推進計画を策定し、

子どもの読書環境の整備を図っている。赤ちゃんへの絵本の読み聞かせは、豊かな言葉や

健やかな心を育ててくれる。読み聞かせの大切さや絵本の選び方や読み方、わらべうたの

実技などを含め、楽しく学ぶ講座を開催。市民の読書ボランティアの育成・支援を通じて、

子どもたちと本との出会いの場を増やしていくことを目的に実施した。 

○ 事業内容説明  

２０年にわたり幼稚園や小学校でおはなし会を続け、東京方面や全国各地で読み聞かせ

の講師等を務める石川道子氏を講師に開催。当日は、わらべうたの歌詞や楽譜、就学前の

子どもへのおすすめ絵本や参考文献リストなどのレジュメを配布し、リスト掲載の絵本を

会場内に展示。 

＜内容＞ 

・「はじめの一歩はわらべうたからーわらべうたや手あそびについての講義・実技―」 

講義後、講師がカーペット上で１７のわらべうたと振りを実演して見せ、参加者全員 

で繰り返し練習。  

・「おはなしの世界を楽しむー絵本などの楽しいお話」 

  成長過程によりふさわしい本は変わってくるが、質の良いもの、デッサンの良いもの、

自分の好きな本を１０回位練習し読んであげる。 

・「幼い子の読書を考えるーわらべうたや手あそびの復習・プログラムについて質疑・応答」 

  子どもの心に添うような本を紹介するのが皆さんの役目。１歳未満と２～３歳に分けて

プログラムを組むと読む本の幅が広がる。人の伝えたいという気持ちを持って話をする。 

○ 開催時期 

平成２４年７月１０日（火）～７月１１日（水） 

○ 開催場所 

室蘭市市民会館 

○ 主催 

市立室蘭図書館 

○ 参加人数  ９５人 

○ 担当課  教育部図書館 
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３．室蘭ものづくり軌跡フェア～温故知新～ 

○ 事業概要  

天然の良港である室蘭港を中心に、鉄鋼や石油精製、造船など、重化学工業を基幹産業

とする「ものづくりのマチ」として発展してきた室蘭。 

開港１４０年・市制施行９０年という節目の年に、時代の流れとともに新たな技術を切

り開き、室蘭の礎を築いてきた地域企業のこれまでの軌跡をたどり、室蘭に息づくものづ

くりの歴史と今を紹介する。 

○ 事業内容説明  

【記念講演】 （１０月２６日（金）１０:００～１１:３０） 

講 師 新日鐵住金株式会社室蘭製鐵所 所長 田邉 孝治 氏 

株式会社日本製鋼所室蘭製作所 所長 早川  保 氏 

【企業展示会】 出展企業１３社、出展機関３機関（５０音順） 

(株)アイスジャパン、大岡技研(株)、(株)キメラ、(株)栗林商会、 

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所、新日鐵住金(株)室蘭製鐵所、(株)楢崎製作所、 

(株)西野製作所、日鐵住金セメント(株)、日本環境安全事業(株)北海道事業所、 

(株)日本製鋼所室蘭製作所、(株)室蘭うずら園、(株)むろらん東郷、 

室蘭工業大学地域共同研究開発(ＣＲＤ)センター、北海道立室蘭高等技術専門学院、 

(財)室蘭テクノセンター 

本市の基幹企業２社の所長に両社の軌跡（歴史と現在の取り組み）について講演いただ

くとともに、地域のものづくり企業や進出企業、関係機関などが出展する企業展示会を開

催し、多くの市民にものづくり企業の取り組みに対する理解を深めてもらうことができた。 

○ 開催時期 

平成２４年１０月２６日（土）～１０月２７日（日） 

○ 開催場所 

室蘭市市民会館 

○ 主催 

室蘭ものづくり軌跡フェア実行委員会 

（室蘭市、室蘭商工会議所、財団法人室蘭テクノセンター） 

○ 参加人数  ９９６人 

○ 担当課  経済部産業振興課 
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４．むろらんキッズタウン 

 

○ 事業概要  

北海道コカ・コーラボトリング(株)との共催により、開港１４０年・市制施行９０年記

念事業の一環として実施し、「むろらんキッズタウン」という仮想上の街で実際の企業等

による模擬店舗での職業体験や買物体験を通して、子どもたちに働くことの苦労と大切さ

を体験してもらう。 

○ 事業内容説明  

体育館に実際の企業等により設置された模擬店舗において児童が職業体験を行い、得た

賃金（模擬通貨）を用いて買物体験を行う。 

（１) 対象児童～市内小学校３・４年生 

（２）参加企業 

株式会社室蘭民報社、室蘭市消防本部、株式会社北海道銀行、室蘭信用金庫、 

室蘭警察署、室蘭市保健福祉部健康推進課、室蘭まちづくり放送株式会社、 

室蘭市生活環境部環境課、株式会社栗林商会 栗林航空サービス、菓子工房モンパリ、 

古銭マークのやきとりの一平 本店、北海道薬剤師会室蘭支部、 

株式会社  住まいのウチイケ、おらが村、野口観光株式会社、 

日本郵便株式会社室蘭郵便局・東室蘭郵便局、室蘭カレーラーメンの会、 

ＡＬＳＯＫ(苫小牧支店)、ヘアーメイクサロンジャイケ、 

くれせんと・くすもとフーズ 計２１店舗 

（４）模擬通貨について 

本市マスコットキャラクター「くじらん」を貨幣柄として使用。 

○ 開催時期 

平成２４年１０月２８日（日） 

○ 開催場所 

室蘭市体育館 

○ 主催 

北海道コカコーラ株式会社 

○ 参加人数  ４４６人 

○ 担当課  教育部総務課 
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◇ 記念式典等 

 

１．室蘭市開港１４０年・市制施行９０年記念式典 

○ 事業概要  

記念事業のメイン行事として、今日の室蘭の礎を築かれた先人の偉業を讃えるとともに、

開港１５０年・市制施行１００年という歴史的節目に向け、新生室蘭の発展を祈念した。 

○ 事業内容説明  

・オープニング 室蘭市立翔陽中学校ジャズバンド部による演奏 
・プロローグ  「室蘭―ひと・まち・みなとの物語」の上映 
・「未来への手紙」受け渡し式 
・市民メッセージ「輝く未来へ―」の上映 
・「室蘭市の歌」の全体合唱 等 
○ 開催時期 

平成２４年７月２７日（金）１０時００分～１１時３０分 

○ 開催場所 

室蘭市文化センター 

○ 主催 

室蘭市 

○ 参加人数  ７５０ 名 

○ 担当課  総務部総務課 
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２．開港１４０年・市制施行９０年記念誌「輝く未来へ―ひと・まち・みなと」発行 

 

○ 事業概要  

記念事業のＰＲとともに、室蘭の「ひと・まち・みなと」の歴史とあゆみを豊富な写真

を用いて編集し、市内全世帯に配布。 

○ 事業内容説明  

  ・作成部数：４６，０００部 

  ・配付方法：記念式典参加者（７月２７日 室蘭市文化センター） 

        広報むろらん７月号折り込みにて全世帯に配布 

  ・規  格：４０６ｍｍ×５４７ｍｍ カラー両面印刷 

・品  質：コート紙７３Ｋ 

○ 主催 

室蘭市 

○ 担当課 総務部広報課 
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Ⅲ  冠事業の実施状況 

事業名 開催時期 主  催 開催場所 
参加人員 

（人） 

◇ 心をつなぐ 

１ 第４回 文化・スポーツの祭典 ２月１２日 室蘭市体育協会 室蘭市体育館 1,413 

２ 第２２回 室蘭市女性の集い ２月２８日 
室蘭市女性団体連絡 

協議会 

ホテルサンルート

室蘭 
200 

３ 第４回 歌謡フェスティバル ６月１７日 
室蘭文化連盟、 

室蘭歌謡連盟 
室蘭市市民会館 490 

４ 第４回 ハーモニカコンサート ６月１７日 西胆振ハーモニカ協会 
ＮＨＫ室蘭放送局

プラザμ 
73 

５ 守谷弘「音」の個展１４inむろらん ６月２３日 
守谷弘「音」の個展１４ 

inむろらん実行委員会 
室蘭市市民会館 376 

６ 新日鐵室蘭吹奏楽団第８９回定期演奏会 ６月２３日 
新日本製鐵室蘭製鉄

所文化体育会 

室蘭市文化センタ

ー 
580 

７ 

男女平等参画プラザ祭２０１２講演会・シン

ポジウムと男女平等参画推進団体の活動

報告 

６月２４日 
男女平等参画プラザ祭

実行委員会 
室蘭市市民会館 134 

８ ほくでんファミリーコンサート ６月２６日 北海道電力 
室蘭市文化センタ

ー 
1,007 

９ 市民会館１０周年記念事業 
６月５日～ 

８月２６日 

ＮＰＯ室蘭市市民会館 

運営委員会 
室蘭市市民会館 703 

10 日曜画家展 ７月３～８日 

室蘭市教育委員会、 

室蘭市民美術館をささえ

る会 

室蘭市民美術館 451 

11 室蘭書道展 ７月６日 室蘭書道連盟 
室蘭市文化センタ

ー展示室 
400 

12 京都大学名誉教授河野昭一先生講演会 ７月６日 
ＮＰＯ法人ビオ・トープ 

イタンキin室蘭 

胆振地方男女平等

参画センター 
80 

13 
秋川雅史＆Ｎ響メンバーによる弦楽五重奏

名曲コンサート 
７月１６日 

特定非営利活動法人 

室蘭文化センター、 

室蘭音楽文化協会 

室蘭市文化センタ

ー 
850 

14 めだかの学校「海の日コンサート」 ７月１６日 
めだかの学校、港まちづ

くり女性ネットワーク室蘭 
絵鞆臨海公園 300 

15 
都山流尺八楽第30回西北海道支部定期演

奏会 
７月１６日 新都山流西北海道支部 室蘭市市民会館 105 

16 オカリナサマーコンサート ７月２９日 西胆振オカリナ協会 
ＮＨＫ室蘭放送局

プラザμ 
85 

17 港まつり協賛茶会 
７月２８～ 

２９日 

茶道裏千家淡交会 

室蘭支部 

室蘭市文化センタ

ー 
300 

18 胆振芸術祭「絵画展」 
８月１７～ 

１９日 

室蘭市教育委員会、 

胆振文化団体協議会 
室蘭市民美術館 308 

19 ブロートン“貝殻Live” ８月２２日 ブロートン企画 ｴﾝﾙﾑﾏﾘｰﾅ室蘭 200 

20 Thousang Power Live 8 ８月２６日 西胆振オカリナ協会 
海星学院高校 

ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄﾎｰﾙ 
32 

21 第６２回市民文化祭吟道大会 
９月２９～ 

３０日 
室蘭文化連盟 

室蘭市文化センタ

ー 
800 

22 第１７回プレリュードコンサート １０月１３日 プレリュード 室蘭市市民会館 420 

23 市民文化祭・市民音楽祭 ６～１２月 
室蘭文化連盟、 

室蘭市教育委員会 

室蘭市文化センタ

ー他 
7,100 

24 野外演奏会 ９月９日 
室蘭吹奏楽連盟、 

室蘭市教育委員会 

入江運動公園芝生

広場 

雨天により

中止 

25 室蘭市民短歌を楽しむ会 １１月１１日 室蘭歌人会 
室蘭市中小企業セ

ンター 
67 

26 オカリナ＆ハーモニカ音楽の祭典 １１月２３日 
西胆振ハーモニカ協会、

西胆振オカリナ協会 
室蘭市市民会館 278 
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事業名 開催時期 主  催 開催場所 
参加人員 

（人） 

◇ 心をつなぐ 

27 道展移動展 

平成２５年 

１月30日～ 

2月3日 

室蘭市教育委員会、 

北海道美術協会、 

道展室蘭支部 

室蘭市民美術館、

室蘭市文化センタ

ー 

827 

小 計 17,579 

◇ まちをつなぐ 

１ 室蘭工場夜景+α展 Ⅰ～Ⅵ 
３月１７日から

６回開催 

室蘭工場夜景+α展 

実行委員会 
白鳥大橋記念館他 18,600 

２ 第５回室蘭フロアカーリング北海道交流会 ４月８日 
室蘭フロアカーリング

協会 
室蘭市体育館 85 

３ メーデー記念祭ふれ愛フェスティバル ４月２９日 
連合北海道室蘭地区

連合会 
絵鞆臨海公園周辺 3,000 

４ 外国人観光客歓迎事業-日本文化の紹介‐ ５月、９月 
市民ボランティアガイド

協議会 
旧室蘭駅舎 1,000 

５ 
北海道グラウンドゴルフ協会設立20周年記

念大会 
５月１６日 

室蘭グラウンドゴルフ

協会 
入江運動公園 130 

６ 
エコに関する心豊かな生活のための 

ものづくり 

７月～平成25

年3月 

室蘭消費者協会、 

室蘭市 
室蘭市役所分庁舎 111 

７ 
地球岬街道夢の森第１期計画完成記念植

樹会 
５月２６日 

地球岬街道夢の森づく

りの会 
新富町「夢の森」 100 

８ 
開港140年・市制施行90年記念市民ゴルフ

大会 
６月６日 室蘭ゴルフ倶楽部 室蘭ゴルフ倶楽部 60 

９ 白鳥大橋開通記念凧揚げ大会 ６月１３日 礼文凧保存愛好会 みたら横広場 120 

10 

第６５回北海道高等学校バスケットボール

選手権大会兼全国高等学校バスケットボー

ル選手権大会北海道予選会 

６月２１日～ 

２４日 

北海道高等学校体育

連盟 
室蘭市体育館他 2,300 

11 親子船釣り体験教室 ６月２４日 
北海道新聞社室蘭 

支社 
室蘭沖 25 

12 北海道和太鼓サミット ７月８日 
北海道和太鼓サミット

実行委員会 

室蘭市文化センタ

ー 
650 

13 むろらん港鉄人舟漕ぎ大会 ７月１５日 
むろらん港鉄人舟漕ぎ

大会実行委員会 
室蘭港中央埠頭 1,000 

14 第１４回北海道支部対抗ソフトテニス大会 ７月２２日 
北海道ソフトテニス 

連盟 
高砂テニスコート 125 

15 第１１回食と健康のまつり ９月１１日 

室蘭市食生活改善推

進員協議会明日葉の

会 

室蘭市保健センタ

ー 
133 

16 
トライボロジー会議２０１２秋北海道室蘭 

特別講演会 
９月１７日 

ﾄﾗｲﾎﾞﾛｼﾞｰ会議2012秋

北海道室蘭実行委員

会 

中嶋神社蓬崍殿 600 

17 むろらんカルチャーナイト２０１２ ９月２２日 
むろらんカルチャーナイ

ト実行委員会 
市内各所 500 

18 室蘭市民活動ミュージアム 
９月２２日～ 

２３日 

室蘭市民活動ネットワー

ク、室蘭市 
室蘭市市民会館 451 

19 室蘭消費者協会研修会 １０月２５日 室蘭消費者協会 
胆振地方男女平等

参画センター 
60 

20 アイアンフェスタ２０１２ １１月１０日 
アイアンフェスタ実行 

委員会 
輪西８条アトリエ他 700 
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事業名 開催時期 主  催 開催場所 
参加人員 

（人） 

◇ まちをつなぐ 

21 ２０１２観光ホスピタリティ全道大会in室蘭 １１月１５日 
市民ボランティアガイド

協議会 

ホテルサンルート

室蘭 
250 

22 白鳥大橋カウントダウン２０１３ １２月３１日 
白鳥大橋カウントダウン

実行委員会 

白鳥大橋記念館 

周辺 
2,500 

小 計 32,500 

◇ 明日につなぐ 

１ 
『かけはし―30年後の未来を描く記念画

文集―』発行 

４月１日～ 

８月３１日 

北海道印刷工業組合 

室蘭支部 
― ― 

２ 道新フォーラム ７月３日 北海道新聞社室蘭支社 室蘭市市民会館 500 

３ 手わざ工房の仲間達作品展 ８月６～１２日 
手わざ工房、北のわざ

灯 
白鳥大橋記念館 2,100 

小 計 2,600 

総合計 52,679 

 



 
 

 

40 
 

Ⅳ ご提案いただいた記念事業へのアイディアに対する検討結果について 

室蘭市開港１４０年・市制施行９０年記念事業について、平成２３年１２月１日から１２月２８

日までの期間でアイディアの募集を行ったところ、８件のご提案をいただき、記念事業実行委員会

において検討させていただきました。ご提案の概要及びご提案に対する考え方については、下記の

通りです。 
 提案項目 概要 記念事業実行委員会の考え方 
１ 花火大会の開催 港まつりとスワンフェスタの花火

大会を合同でやってはどうか？両
方で４０００発に加え、白鳥大橋
に仕掛け花火を仕掛け、ナレーシ
ョンと音楽に合わせて花火を上げ
ては。 

「むろらん港まつり」は、開港１４
０年・市制施行９０年記念の目玉事
業であるとともに、納涼花火大会は
祭り最大のイベントであることか
ら、例年以上の予算を計上した。 
アイディアにあるようなショー的要
素の導入については、資金的な課題
もあり、次回の検討事項としたが、
帆船「海王丸」と豪華客船「飛鳥Ⅱ」
の２隻が同時接岸する中で打ち上げ
が行われるなど、例年にない盛り上
がりを見せ、港町・室蘭の最大のイ
ベント効果を発揮することが出来た
と考える。 

２ 花火大会の規模拡大 花火大会の規模の拡大はどうか。 
花火を音楽のタイミングで打ち上
げるデジタルリンクなどのショー
的要素を取り入れ、規模を拡大す
ると室蘭の名物のひとつにも数え
られ、記念事業だけではなく、花
火目的での来訪者で宿泊施設や周
辺の観光地、飲食店も賑わうなど
経済効果も期待出来るのではない
か。 

３ 旧室蘭灯台(大黒島)の
ライトアップ実施等 

夜景観光の機運が高まる中、大黒
島の灯台部分のライトアップやネ
ットワークカメラの設置等、海と
港からの観光振興を図ってはどう
か。 

平成１２年に灯台のライトアップを
期間限定で実施したが、島での電源
確保や海鳥の営巣への影響など、解
決すべき課題が多く、必要経費も相
当額を要することから、記念事業と
しての実施は見送った。 

４ 凧揚げの実施 白鳥大橋の開通記念日である６月
１３日、道の駅みたら裏にて凧揚
げを行う。併せて、各地から凧愛
好家の参加をいただき、様々な凧
を大空へ上げ、将来の室蘭を空か
ら盛大に祝ってはどうか。 

礼文凧保存愛好会の皆さまにより、
６月１３日に開催された。 

５ 日本一のやきとりをつ
くろう 

室蘭名物のやきとりを全国にＰＲ
するため、市民が一緒に日本一長
いやきとりを作ると同時に市内の
やきとり店が大集合し、味比べを
行う。 

９月１日に「世界一長い鉄串の室蘭
やきとりづくり」実行委員会の主催
により、旧浜町アーケードを舞台に
開催された。 

６ 室蘭カレーラーメン味
くらべ 

旧室蘭駅舎に市内ラーメン店が集
合し、カレーラーメンを食べてい
ただく。出店できない店は、ラー
メンラリーに参加し、ポイントに
応じた賞を出し、室蘭の味を再発
見してもらう。 

室蘭カレーラーメンの会の主催によ
り、７月３１日、旧室蘭駅舎横「ぽ
っぽらん」において、「室蘭カレーラ
ーメンまつり」として開催された。 

７ 室蘭港の今後を考える
シンポジウム開催 

室蘭港の原点である札幌本道の現
在における新たな役割と可能性に
ついて、関係機関との意見交換及
び一般市民の意見聴取を行い、室
蘭港の可能性を探る。 

７月に道新フォーラム「マチづくり
は港とともに」、１１月に「ザ・シン
ポジウムみなと in室蘭（同実行委員
会）」が開催され、室蘭の港とまちの
未来について考えた。 

８ 室蘭に関するエッセー
の募集 

室蘭に対する思いをエッセーとし
て広く公募し、室蘭にゆかりのあ
る芥川賞作家を選考委員に迎え、
最優秀賞、優秀賞を選定、表彰式
を記念式典にて行ってはどうか。 

文化事業として話題性はあると思う
が、三浦先生をはじめ、選考委員を
お願いすることは困難。また、町へ
の思いに対し、「賞」を与えるのは記
念事業として馴染まないものと判断
し、実施を見送った。 
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