
　室蘭の魅力を再発見するまちづくり講
座など（年間10回）を開催します。講座ご

との参加もできます。今年は、開校10周年
を迎え、記念イベントも予定しています。
◇入学式　日時　４月20日(土) 13:30～
　　　　　会場　文化センター
受講料　年額3,700円（保険料含む）
申込方法　事前に、住所・氏名・性別・
生年月日・電話番号・職業を記入し、は
がき、ファクスまたはメールで。入学式
当日の申し込みも可
詳細　同大学運営委員会・鳥山☎83－6662
　83-6663 　toriyama@kuru2.net
　 051－0011中央町2－8－10 NPO法人羅針盤内

対象　小学４年生以上
日時　３月３日(日）13:00～15:00
(受け付け…12:30～13:00)
会場　中島スポーツセンター
定員　先着30人
料金　500円（高校生以下は無料）
申込方法　事前に電話で（定員に満たな
い場合のみ、当日参加も可）
詳細　室蘭カーリング協会・長利
☎090－7656－7622

　室蘭工業大学教授の丸山博さんが、体
験に基づき、フィンランドにおける女性
の地位についてお話します。
日時　３月９日(土）13:00～15:30
会場　胆振地方男女平等参画センター
　　 （ミンクール）
料金　300円（学生以下は無料）
申込方法　当日会場で。託児は前日まで
に電話で予約が必要（無料）
詳細　同実行委員会・上西
☎090－1647－0123

　初心者向けの絵手紙の基礎講座です。
日時　４月２日(火）10:30～12:00
会場　よってけ浜町ふれあいサロン
定員　先着10人
料金　300円（教材費)
申込方法　３月15日まで、電話で
詳細　下手でもいい会・平野
☎23－0117

対象　母子家庭の母と子、寡婦
日時　４月４日～平成26年３月（毎月第
１・３木曜日）17:30～20:00
会場　室蘭母子福祉会（室蘭市保健福祉
部分庁舎内）
受講料　月額300円(別途教材費が必要)
子どもの受講料・教材費は無料
定員　先着30人
申込方法　３月31日まで、電話または
住所・母と子の氏名と年齢・電話番号を
記入し、はがきで
詳細　室蘭母子福祉会・三浦☎22-5366
　051－0015 本町2－2－11

日時　３月９日(土）14:00～16:00
会場　中小企業センター
定員　先着40人
申込方法　当日会場で
詳細　ＮＰＯ法人くるくるネット・鳥山
☎83－6662

申込方法　電話で
詳細　石崎☎090－8634－1976

日時と会場

対象　５歳～高校生
日時　毎週月・土曜日　18:30～20:30
（就学前の子どもは19:30まで）
会場　高砂小学校体育館
会費　月額2,500円
（就学前の子どもは1,000円)
申込方法　電話で
※１カ月間、無料で体験できます。
詳細　スポーツ少年団空手道・橋詰
☎45-3525

　ダーツや輪投げなどの軽い運動のほか、
コラージュ製作や絵を描く活動をしてい
ます。
対象　市内で働く障がいのある人など
日時　毎月第３土曜日　10:00～12:30
会場　障害者福祉総合センター(ぴあ216)
会費　月額200円（教材費）
申込方法　電話で
詳細　同会・北口☎0142-25-0757

　洋ランの観賞や育て方を一緒に学びま
せんか。２カ月に一度例会を開いています。
会場　ＮＨＫプラザミュー
会費　年額3,000円
申込方法　電話で
詳細　同会・佐藤☎23-2440

日　時 会　場

３　

月

毎週月曜日
10:00～11:30 本輪西会館

毎週火曜日
18:30～20:00

サークルホール
YOU（中島町）

毎週金曜日
19:00～20:30

サークルホール
YOU（中島町）

毎週土曜日
14:00～15:30

よってけ浜町
ふれあいサロン

FAX
　吃音のある小学生に対する家庭での対
応と、吃音で悩んでいる人の交流です。
対象　吃音で悩んでいる人やその家族、
ことばの教室の先生、吃音に関心のある人
日時　３月13日(水）18:30～21:00
会場　胆振地方男女平等参画センター
　　 （ミンクール）
料金　100円
申込方法　当日会場で
詳細　同会・南☎090－6216－1156

きつ

講座「市民が守る歴史的建造物」

　全道各地の歴史的建造物保全に関わる
ＮＰＯ法人旧小熊邸倶楽部理事長の東田
秀美さんと一緒に、古い建物を見学し、
道内の保全事例について学びます。

日時　３月９日(土）14:00～15:00
集合場所　旧室蘭駅舎
料金　50円（保険代）
申込方法　当日会場で

日時　３月９日(土）17:30～19:30
会場　文化センター
定員　先着30人
申込方法　当日会場で
詳細　室蘭市民活動ネットワーク・三木
☎090－7519－9237

無料

中央町の古い建物めぐり

無料

　外国人観光客に、室蘭を紹介するため
の基礎的な外国語会話を学びます。
対象　同協議会に入会（年会費1,000円)
して、３カ国語とも受講できる人
日時　４月中旬～12月（毎週木曜日、英語
10回・中国語10回・韓国語10回の全30回)
10:00～11:30

会場　中小企業センター
受講料　10,000円 （テキスト代を含む）
定員　25人（定員を超えた場合は抽選)
申込方法　３月20日まで、住所・氏名・
年齢・電話番号・メールアドレスを記入
し、往復はがきで
詳細　同協議会・川村☎090－8428－0261
　051－0022 海岸町1－5－1室蘭観光協会内

日時　毎月第1・3水曜日
ハーモニカ…10:00～11:00
オカリナ…11:30～12:30
会場　ＮＨＫプラザミュー
会費　入会金1,000円、月額2,500円
申込方法　電話または住所・氏名・電話
番号を記入し、ファクスで
詳細　オカリナ・ハーモニカ協会・髙木
☎・　43－8430FAX

会員募集
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市民の皆さんから寄せられた情報を掲載しています。

催　し

3.8国際女性デー室蘭大会

カーリング体験教室
北海道言友会 室蘭例会

室蘭港立市民大学がおもしろい！
25年度受講生募集

講座・講習

絵手紙ってどう描くの？

母と子の教養講座「生け花」

室蘭市民観光ボランティアガイド協議会
初級英語・中国語・韓国語会話講座

インターネット安全教室

スポーツ少年団空手道

輪っかの会

広報むろらん４月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、３月５日までに原稿を送ってください。
広報課　☎25-2193　　25-2835　　shimintaiwa@city.muroran.lg.jpFAX

歴史ある建物の守り方

タップダンスを楽しもう
３月中無料体験実施

オカリナ・ハーモニカスクール

室蘭蘭友会
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