
道の駅「みたら室蘭」
むろらん屋台村

むろらん温泉「ゆらら」

↑
陣
屋

室
蘭
駅
↓

水族館

水族館　夏のイベント

 9:00～12:00
 または13:30～16:30
白鳥大橋の主塔・追直漁港
見学会＆室蘭港内乗船体験
対象　はしごや階段の昇り降り、
　　　船への乗り降りができる健脚な人

（ただし、 4日は、小学 4年生から中
学 3年生までの子どもとその保護者で
の申し込みを対象とします。）

定員　各12人（定員を超えた場合は抽選）
7月22日まで（必着）、住所・氏名・年
齢・性別・電話番号・職業（学校）・
希望日・希望時間を記入し、はがきで
（ 1枚で 2人まで可）

《詳細》室蘭開発建設部技術管理課企画調整係 
☎25‒7028 〒051‒8524 入江町1‒14

10:00～15:00（雨天中止）
絵鞆臨海公園で遊ぼう
宝探しゲームや磯カニ釣りなど、楽
しいイベントを用意しています。

《詳細》港湾部 ☎22‒3191

学学べるべる 遊遊べるべる体験体験できるできる

夏夏

開館時間　9:30～16:30（7/25㈪～8/20㈯は、17:00まで）
入館料　高校生以上300円、中学生以下と70歳以上は無料

《詳細》水族館 ☎27‒1638 〒051‒0036 祝津町3‒3‒12

13:00～14:00　荒天中止
（12:30から受け付け）
魚のシルエット当てゲーム
対象　小学生　　定員　先着30人
申込方法　当日会場で

　　　　　「海の日」記念日
入館料無料の日
浜焼きを行います。荒天中止。

13:00～14:00　荒天中止
（12:30から受け付け）
くりかにレース
対象　小学生　　定員　先着50人
申込方法　当日会場で

10:00～15:00　雨天決行
水族館１日館長
対象　小学 4～ 6年生（市内在住）
内容　魚や海獣のえさやり、観察

など
定員　 1人
　　　（定員を超えた場合は抽選）

10:00～15:00　雨天決行
水族館１日飼育係
対象　小学 4～ 6年生（市外も可）
内容　海獣プールや水槽の清掃、

えさやりなど
定員　各15人
　　　（定員を超えた場合は抽選）

7月 1日から15日（消印有効）まで、住所・氏名・学校名・学年・電
話番号、飼育係の場合は希望日を記入し、はがきで
（当選者には 7月25日までに連絡します）

　　　　　　　　　　　19:00～21:00　雨天決行
夜の水族館　親子見学学習
夜の水族館見学と、観覧車からの夜景を楽しみます。
対象　小学生とその保護者　　定員　各15組（定員を超えた場合は抽選）

7月 1日から20日（消印有効）まで、子どもの氏名・学校名・学年と
保護者の氏名、住所・電話番号、希望日を記入し、はがきで（当選者
には 7月31日までに連絡します）

8/4木・24水

8/12金・13土

8/5金・6土8/1月

7/23土

7/18月

7/16土

7/18月

大好評 年間パスポート 1‚000円

申込
方法

申込
方法

申込
方法
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エンルムマリーナ

B&G海洋センター

絵鞆漁港

クルーザーボート体験クルーズ
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
集合時間　9:45、10:45（いずれも 1時間程度）
コース　エンルムマリーナ～地球岬沖
　　　　（荒天時はコースを変更する場合があります）
定員　各20人（定員を超えた場合は抽選）

7月 9日まで、代表者の住所・電話番号、乗船希望者全員の
氏名・性別・年齢・乗船希望時間を記入し、郵送かファクスで

《詳細》エンルムマリーナ室蘭 
☎27‒4188 思27‒4173 〒051‒0035 絵鞆町4‒2‒14

10:00～15:00
エンルムマリーナ祭
新鮮な魚介類の販売やフリーマーケット、
はかまだ雪絵歌謡ショー、よさこいソー
ランなど

フリーマーケット
出展者募集中
1 区画（ 2ｍ× 2 m）
で500円。事前に電話
で申し込み。

 9:00～12:00　荒天中止
Ｂ＆Ｇ クリーンフェスティバル
イン大黒島
　大黒島に渡って、清掃活動を行います。
集合場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
定員　先着50人

7 月 1 日から10日まで、住所・氏名・年
齢・電話番号を記入し、郵送かファクス、
メールで

大黒島

《詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター 
☎26‒2082 思26‒2083 

murokaiyo@apricot.ocn.ne.jp
〒051‒0035 絵鞆町4‒2‒25

10:00～15:00　荒天中止
チキウ岬灯台一般開放

9 日㈫まで、延長する可能性があります。

《詳細》室蘭海上保安部 ☎23‒3133

イタンキ海水浴場オープン
《詳細》観光協会 ☎23‒0102

電信浜児童遊泳場オープン
《詳細》生涯学習課スポーツ振興 ☎22‒1112

　　　　　　市民憲章制定記念日
　市の施設を無料開放します
水族館（遊具施設を除く） 9:30～17:00
青少年科学館
（プラネタリウムを除く） 10:00～17:00

サンライフ室蘭
（体育館・トレーニング室のみ） 9:00～21:00

体育館 9:00～21:00
入江運動公園陸上競技場 9:00～19:00
入江運動公園温水プール 10:00～21:00
中島スポーツセンター（プール） 10:00～19:00

《詳細》市民憲章推進協議会（市民生活課内） 
☎25‒2380

7/23土～8/11木

7/23土～8/7日終了予定

8/1月
7/18月

7/18月

7/17日

7/17日

申込
方法

申込
方法
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　　　　　　　6:40～8:30
夏休み 親と子の
市場見学会
対象　小学生とその保護者（市内在住）
会場　公設地方卸売市場
定員　30組（定員を超えた場合は抽選）
内容　せり・マグロの解体（当日入荷のな

い場合は中止）・仲卸売場見学、マ
イナス25度の冷凍庫極寒体験など
7月 4日から 8日まで、電話か、
住所・親子の名前・子どもの学年・
電話番号を記入しファクスで（受
付時間は、8時から16時30分まで。
当選者には 7月12日に電話で連絡
します）

《詳細》公設地方卸売市場 
☎44‒0011 思44‒0014

　　　　　　8:30～12:00
入江ミニアクアスロン
プールでの水泳と陸上競技場までのラン
ニングの合計タイムを男女別に競います。

対　象 定員
（先着順） 水泳 ランニング

小
学
生

1 ・ 2 年生 20人 50ｍ 0.6㎞

3 ・ 4 年生 20人 100ｍ 1.0㎞

5 ・ 6 年生 20人 150ｍ 1.4㎞

中学生以上 30人 300ｍ 1.8㎞

会場　入江運動公園
料金　小・中学生…1,000円
　　　高校生以上…2,000円

7 月10日から31日まで、体育館、
入江運動公園陸上競技場・温水
プール、Ｂ＆Ｇ海洋センターに備
え付けの用紙で

《詳細》体育館 ☎44‒7521

7/29金7/29金

7/27水

7/23土～9/4日

8/7日

 13:30～15:00
夏休み裁判所
キッズＤＡＹ
対象　小学 4年生以上の子どもとそ

の保護者（小学生は保護者同伴）
会場　札幌地方裁判所室蘭支部
内容　子ども模擬裁判、法廷見学、

クイズ大会など
定員　先着50人
申込方法　７月１日から、電話で

《詳細》札幌地方裁判所
室蘭支部庶務課 ☎44‒6733

簡単工作編
工作キット「ぷるぷるキツネ・テン
トウムシ」を製作。モーターを使っ
たキットで、ドライバーとニッパー
を使い組み立てます。
対象　小学 1～ 4年生
日時　 7月26日㈫・28日㈭、 8月 2

日㈫・4日㈭（いずれか 1日）
　　　10:30～12:00
定員　各10人
　　　（定員を超えた場合は抽選）

 10:00～13:00
夏休みの自由研究に
親子はっぴいクッキング
対象　小学生とその保護者
会場　保健センター
内容　調理実習、栄養のお話など
定員　先着15組
申込方法　 7月 1日から15日まで、

電話で

 10:00～16:00
懐かしの看板展
丸井今井室蘭店のプレートや
昔のまちかどに掲げられてい
た木製看板、ほうろう製看板を中心
に展示し、写真とともに紹介します。

 10:00～14:00
戦跡巡り
市内の慰霊碑や軍事施設など
をバスで巡回します。
定員　20人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　 7月22日まで、電話で《詳細》健康づくり課 ☎45‒6610

《詳細》民俗資料館 ☎59‒4922

《詳細》総務課 ☎25‒2215

電子工作編
ロボットキット「メデューサ・ネオ」
を製作。はんだ付けを行う電子工作
とドライバーでの組み立てがありま
す。
対象　小学 5年生～中学生
日時　 7月26日㈫・28日㈭、 8月 2

日㈫・4日㈭（いずれか 1日）
　　　13:30～16:30
定員　各 8人
　　　（定員を超えた場合は抽選）

 10:00～15:30
ＪＸ日鉱日石エネルギー室蘭製油所
施設見学会
石油精製の仕組みが分かる実験と製油所構内のバス見学を
します。
対象　小学 3年生以上（小学 3・ 4年生は保護者同伴）
集合場所　青少年科学館　定員　先着40人
料金　50円（保険料）
申込方法　 7月 1日から14日まで、青少年科学館に備え付

けの用紙に料金を添えて直接

《詳細》青少年科学館 ☎22‒1058

ロボットアリーナ夏休みイベント

会場　室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　　（高砂町・室蘭看護専門学院体育館棟１階）

7月12日まで、住所・氏名・年齢・電話番号・学校名・希望の教室名と希望
日（第 2希望まで）を記入し、ファクスかメールまたは直接

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ事業推進室 
☎・思83‒5650 ra_apply@mmm.muroran‒it.ac.jp 8/11木

申込
方法

申込
方法

申込
方法

8/3水

8/22・29は休館日
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室工大サイエンススクール

納涼花火大会
20:00～20:30
雨天時は31日に延期
中央埠頭沖で打ち上げ
混雑が予想されますので、
公共交通機関をご利用ください。

総参加市民おどり
16:00～17:10　中央町
雨天中止

室蘭ねりこみ
17:30～　中央町
小雨実施

よさこいソーラン イン むろらん
14:00～　中島町
15:30～　港ふれあい広場
小雨実施

31日日

30日土

29日金 29日金～31日日

7/29金　
　～31日

む
ろ
ら
ん
港
ま
つ
り

港ふれあい広場
ステージ・大露店街
フェリー埠頭

同時開催
30日土・31日日
なかじま天国まつり

市民おどりの無料講習会と見本
ビデオ（VHS・DVD）の無料貸
し出しをします。
詳細はお問い合わせください。
《詳細》室蘭商工会議所 

☎22‒3196

詳しい日程は、 7月中旬に新聞
折り込みと観光協会で配布され
るチラシをご覧ください。

《詳細》
むろらん港まつり実行委員会
（観光協会内） ☎23‒0102

講　座　名 日　時 会　場（室蘭工業大学） 対　象 定員

真空の世界を体験しよう（実験） 8月 2日㈫
13:30～16:00 ものづくり基盤センター 小学 5年生～中学生 18人

ゲルマニウムラジオを作る 8 月 3 日㈬
13:30～16:30 ものづくり基盤センター 小学 4～ 6年生 18人

Ｊｒ．ロボットスクール2011
サッカーコンテスト編

8 月 8 日㈪～11日㈭
9:00～12:00 ロボットアリーナ 小学 5年生～中学生 12人

Ｊｒ．ロボットスクール2011
レゴ・ロボット編

8 月 8 日㈪～11日㈭
13:00～16:00 ロボットアリーナ 小学 5年生～中学生 20人

デジタルテスターを作ろう 8 月11日㈭
13:30～17:00 ものづくり基盤センター 中学生・高校生 18人

　－
マイナス

196℃の世界を体験しよう 8 月12日㈮
13:30～15:30 教育・研究 3号館　Ｎ棟 小学 3～ 6年生 12人

《詳細》室蘭工業大学地域連携推進課 ☎46‒5023

申込方法　 7月 1日から15日まで、同大学地域連携推進課に備え付け、または同大学ホームページに掲載の申込書で
　　　　　（いずれも定員を超えた場合は抽選です）
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青少年科学館　
　　夏休み科学クラブ

西いぶり
リサイクルプラザ
夏休み講座

対象　小学生（小学 4年生以下は保護者同伴）
会場　青少年科学館
申込方法　 7月 1日から14日まで、青少年科学館に備え付けの用紙

に料金を添えて直接（いずれも先着順）

対象　小学生
会場　西いぶりリサイクルプラザ
申込方法　 7月11日から、電話で

（いずれも先着順）

《詳細》
青少年科学館 
☎22‒1058

《詳細》西いぶりリサイクルプラザ
 ☎59‒0319

講　座　名 日　時 定　員 料　金
ＰＣクラブ 7 月24日㈰ 10:00～15:00 15人 　300円

天文クラブ（屈折天体望遠鏡作り） 7月29日㈮ 10:30～12:00
 または14:00～15:30 各10人 3,000円

電子工作クラブＡ（ＦＭはこらじ作り） 7月30日㈯ 10:30～12:00
 または14:00～15:30 各10人 2,300円

電子工作クラブＢ（ホバークラフト作り） 7月30日㈯ 10:30～12:00
 または14:00～15:30 各10人 　700円

木工工作クラブＣ（糸のこ工作） 7月31日㈰ 10:30～12:00
 または14:00～15:30 各 6 人 　500円

木工工作クラブＤ（本立て工作） 7月31日㈰ 10:30～14:30 10人 2,000円

おもしろ実験室
小学 3年生以上
が対象

顕微鏡の世界 8月 2日㈫ 10:30～12:00 10人 　300円
水溶液を調べよう 8月 2日㈫ 14:00～15:30 10人 　300円
低温の世界 8月 3日㈬ 10:30～12:00 10人 　300円
気体を調べよう 8月 3日㈬ 14:00～15:30 10人 　300円

発明工夫教室
（発明工夫のアドバイスをします） 7月16日㈯～18日㈪ 10:00～17:00 なし 無料

自由研究相談会
（ 夏休みの自由研究や工作の作り方など
のアドバイスをします）

7月23日㈯・24日㈰
8月15日㈪・16日㈫ 10:00～17:00 なし 無料

海藻クラブ
（チャラツナイで海藻採取と標本作り）

7月28日㈭
　10:00 青少年科学館集合
　15:00 現地解散

20人
1,000円

（料金は当日
 集めます。）

講　座　名 日　時 定　員 料　金

牛乳パックの紙で作る
「うちわ」

7 月25日㈪ 10:30～12:30
 または13:30～15:30

各10人 300円
8 月 2 日㈫ 10:30～12:30
 または13:30～15:30

空きびんと貝殻で作る
「ジェルキャンドル」

7 月26日㈫ 10:30～12:30
 または13:30～15:30

各10人 500円
8 月 1 日㈪ 10:30～12:30
 または13:30～15:30

空き箱で作る
「空き箱せんぷうき」

7 月28日㈭ 10:30～12:30
各30人 300円

8 月 7 日㈰ 10:30～12:30

いろんなもので作る
「もぐらたたき」

7 月29日㈮ 10:30～12:30
 または13:30～15:30

各30人 300円
8 月 7 日㈰ 10:30～12:30
 または13:30～15:30

ペットボトルで作る
「ペットボトルロケット」 7 月30日㈯ 10:00～14:30 15人 900円

空き缶で作る
「あ！きかんしゃ」

7 月31日㈰ 10:30～12:30
各30人 300円

8 月 6 日㈯ 10:30～12:30
保冷剤と空きびんで作る
「芳香ポット」

7 月31日㈰ 13:30～15:30
各30人 300円

8 月 6 日㈯ 13:30～15:30
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