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　室蘭市長を1日体験してみませんか？
市民憲章制定日の啓発活動や施設見学などを行います。
対象　小・中学生　定員　２人
申込方法　７月19日まで、「室蘭をこんなまちにしたい」
　　　　　をテーマに、原稿用紙１枚～２枚程度の作文を
　　　　　添えて、郵送かファクスまたはメールで
　　　　　（応募された作文で選考を行います）

《詳細》広報課 ☎25-2193 　25-2835
　　　　　shimintaiwa@city.muroran.lg.jp 
　　　　　051-8511 幸町1-2

土7/6

この夏は

学べる 遊べる
　体験できる！
学べる遊べる
　体験できる！

金7/26

火7/30火7/30

土7/27

お天気広場
室蘭の季節を楽しく学ぼう！

市民憲章制定記念日

10:00～15:00

10:00～12:00

9:00～16:00

《詳細》室蘭地方気象台 ☎22-2598

やぁ！
はれるんだよ

無料

木8/1木8/1 １日市長体験

入江ミニアクアスロン

ものづくり体験会
9:30～12:00

《詳細》室蘭高等技術専門学院 ☎44-3522

《詳細》総務課 ☎25-2215

対象　小学５年生以上
内容　・金属材料を組み合わせて作る風鈴ハンガー
　　　・鉄の棒を加工して作る箸の置物
　　　・銅のパイプで作るペン立て
　　　・「研ぎ出し技法」を用いて作る
　　　　つがる塗りコースター
会場　室蘭高等技術専門学院
定員　各先着１０人
申込方法　７月５日から１８日まで、電話で

戦跡巡り
10:00～14:00

無料

無料 夏休み親と子の市場見学会

市の施設を無料開放します

6:40～8:30

《詳細》公設地方卸売市場 ☎44-0016 　47-1750

対象　5歳～小学校３年生とその保護者
会場　保健センター５階
内容　調理実習、食べ物
　　　クイズ、食育講話
定員　先着15組
料金　1組500円
申込方法　7月1日から23日まで、電話で

室蘭市食生活改善
推進員協議会

親子の食育教室

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　競りや仲卸売り場、マグロの解体見学
（当日、入荷がなければ中止）、マイナ
ス25度の冷蔵庫で極寒体験ができます。
対象　市内在住の小学生とその保護者
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）
申込方法　7月1日から6日まで、電話ま
　　　　　たは住所・親子の氏名・学年・電話番号を記入し、ファクスで
　　　　　（当選者には、7月9日に電話で連絡します）
受付時間　8:00～15:00

水族館（遊具施設を除く）
青少年科学館（プラネタリウムを除く）
サンライフ室蘭（体育館・トレーニング室のみ）
体育館
入江運動公園陸上競技場
入江運動公園温水プール
中島スポーツセンター（プール）

9:30～17:00
10:00～17:00
9:00～21:00
9:00～21:00
9:00～19:00
10:00～20:00
10:00～19:00

《詳細》市民憲章推進協議会（地域生活課内）
　　　　☎25-2380

対象施設 開館時間

会場　入江運動公園
料金　小学生の部………1,000円
　　　一般の部…………2,000円
　　　親子リレーの部…1,000円
申込方法　7月7日から28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
　　　　　に備え付けの用紙に料金を添えて直接

水8/7 日8/4

木8/8

木8/8 木～8/1 金9

　市内の慰霊碑や軍事施設跡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19日まで、電話で

無料

ロボットアリーナ無料

無料

夏休み裁判所
キッズDAY
13:30～15:30

対象　小学４～６年生とその保護者
会場　札幌地方裁判所室蘭支部
内容　こども模擬裁判、法廷見学、クイズ大会など
定員　先着55人
申込方法　7月1日から31日まで、電話で

無料

《詳細》札幌地方裁判所室蘭支部庶務課
　　　　☎44-6733

9:30～12:00
　プールでの水泳と陸上競技場までのランニングを連続し
て行い、その合計タイムを男女別に競います。

1・2年生
3・4年生
5・6年生

20人
20人
20人
30人

10組

0.6km
1.0km
1.4km
1.8km

0.6km

50m
100m
150m
300m
25m

対　　象

小学生
の部

親子リレーの部
（就学前の子どもとその保護者）

定員（先着順） 水　　泳 ランニング

一般の部（中学生以上）

（児童プール１往復）

《詳細》体育協会 ☎44-7521

製作したものは持ち帰れるよ

会場　室蘭工業大学ロボットアリーナ　定員　各10人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　7月12日まで、住所・氏名・学校名・学年・電話番号・希望の教室名、
　　　　　希望日を優先する順に記入し、ファクスかメールまたは郵送で

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ事業推進室 ☎・　83-5650
　ra_apply@mmm.muroran-it.ac.jp 　050-0072 高砂町3-11-1

　飛行機が飛ぶ仕組みを学びながら、
紙飛行機を作ります。
対象　小学１・２年生
日時　7月28日(日)・29日(月)・
　　　8月4日(日)・7日(水)
　　　10:30～12:00

ペーパーグライダーを
　　　　つくって飛ばそう

　動作の仕組みを学びながら、アーム
付きのクレーンロボットを作ります。
対象　小学3・4年生
日時　7月28日(日)・29日(月)・
　　　8月4日(日)　13:30～15:00
　　　8月8日(木)　10:30～12:00

クレーンロボを
　　　　つくって遊ぼう

　電子部品の働きを学びながら、
FMラジオを作ります。
対象　小学5年生～中学生
日時　8月7日(水)・8日(木)
　　　13:30～15:30

電子工作・ラジオを
　　　　　　つくろう

開館50周年
青少年科学館

開館時間　10:00～17:00
入館料　大人300円、高校生100円、
　　　　中学生以下と70歳以上は無料
《詳細》青少年科学館　☎22-1058

　室蘭工業大学環境調和材料工学研究セン
ターから講師を招いて、高圧力実験、熱電
発電などを行います。
対象　小学生～中学生
　　　（小学1・2年生
　　　は、保護者同伴）
定員　先着30人

申込方法　7月10日から15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

サイエンススクール
10:30～15:00

対象　小学3年生以上（小学3・4年生は
　　　保護者同伴）
定員　先着40人
料金　50円（保険料）

JX日鉱日石エネルギー
室蘭製油所施設見学会

10:00～15:30
（9:50までに青少年科学館に集合） からくりおもちゃ展

～小林 竹春の世界～

10:00～17:00

　中標津町在住で元大工の小林竹
春さんが製作した、からくりおもちゃ
を楽しめます。

実際に動かして遊べるよ!

夏のイベント

夏休みの
自由研究に！
夏休みの
自由研究に！

夏休みイベント

FAX

FAX

FAX

　実験・天気教室や、クイズ
大会を通して、室蘭の季節を
楽しく学びます。気象台のマ
スコットキャラクター「はれ
るん」もやって来ます。

会場　青少年科学館

学べる 遊べる 体験できる学べる 遊べる 体験できる
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申込方法　7月8日から19日まで、同大学
地域連携推進グループに備え付け、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）

室工大サイエンススクール
《詳細》室蘭工業大学地域連携推進グループ　☎46-5023

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４日から、電話で（いずれも先着順）
西いぶりリサイクルプラザ夏休み講座 《詳細》西いぶりリサイクルプラザ

　　　　☎59-0319

対象　小学生（４年生以下は保護者同伴、１人につき１講座）
会場　青少年科学館
申込方法　７月２日から15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）

夏休み科学クラブ
《詳細》青少年科学館　☎22-1058

おもしろ実験教室
小学３年生以上が対象

 

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:30

10:30～12:30

13:30～15:30

10:30～12:30

13:30～15:30

講　座　名 日　程 時　間 定員

講　座　名 対　象 定員日　時 会場 (室蘭工業大学)

講　座　名 定員 料金

300円

300円

300円

300円

300円

300円

300円

300円

各30人

各15人

各10人

各20人

各20人

各15人

各20人

各15人

日　程 時　間

  10:30～12:30
または

13:30～15:30

7/27㈯

7/28㈰

7/28㈰

7/29㈪

7/30㈫

7/30㈫

8/3㈯

8/4㈰

7/13㈯～15㈪

7/28㈰・31㈬

7/26㈮ 20人

PCクラブ（CGで描いたうちわ作り）

天文クラブ（屈折天体望遠鏡作り）

木工工作クラブC（のぼる人形作り）

木工工作クラブD（ポンポン船作り）

電子工作クラブA（FMはこらじ作り）

電子工作クラブB（ホバークラフト作り）

発明工夫教室（発明工夫のアドバイス）

自由研究相談会（自由研究や工作などのアドバイス）

10:00～17:00

10:00～17:00

10:00～15:00

10:30～12:00
または

14:00～15:30

9:30青少年科学館集合
15:00終了

10人

各10人

各6人

各6人

各10人

各10人

各15人

各15人

なし

なし

300円

3,000円

300円

300円

2,300円

700円

無料　

無料　

無料　

無料　

（料金は当日集めます）
1,000円海藻クラブ（追直で海藻採取と標本作り）

作って見よう♪僕の私の☆「箱カメラ」

真空の世界を体験しよう

手づくり望遠鏡と光の実験

図書館クエスト×ビブリオバトル

8/2㈮
9:00～12:00

8/2㈮
13:00～15:30

情報メディア教育センター

教育・研究4号館

ものづくり基盤センター

ものづくり基盤センター

ものづくり基盤センター

附属図書館
（後半：中島商店会コンソーシアム）

小学3～6年生

小学4～6年生

小学3・4年生

小学5年生～中学生

小学5年生～中学生

小学5年生～中学生

小学4年生～中学生

小学5年生～中学生

10人

12人

16人

12人

15人

18人

20人

10人

8/6㈫
13:30～15:30

8/7㈬～9㈮
9:00～12:00

8/7㈬～9㈮
13:00～16:00

8/8㈭
13:30～16:30

8/9㈮
13:30～16:00

8/9㈮
10:00～16:00

料金

Jr.ロボットスクール2013
サッカーコンテスト編

Jr.ロボットスクール2013
レゴ・ロボット編

小学生のための理科実験テクニック教室パート２
―ph試験紙、スライムを作るなど―

小学生パソコン講座
「office 2010 for きっず」で遊ぼう！

超伝導

マッスルセンサー

ペットボトルキャップで作る「麦わら帽子」

ラムネのビー玉で作る「ビー玉ランプ」

空き容器で作る「万華鏡」

スチール缶で作る「あきかんしゃ」

ペットボトルで作る「ゴルフビー玉落とし」

ダンボールで作る「ビー玉パチンコ」

ペットボトルで作る「風車」

アルミ缶で作る「ちょうちん風車」

ホットクレイで作る「ドアプレート」

ガチャポンカプセルで作る

「飛べないぶるぶるコプター」

300円各10人

15人 300円10:30～12:30

7/28㈰・8/6㈫

7/28㈰・8/6㈫

7/29㈪・8/3㈯

7/29㈪・8/3㈯

8/2㈮・8/10㈯

8/2㈮・8/10㈯

8/5㈪・8/11㈰

8/5㈪・8/11㈰

8/1㈭

7/27㈯・8/4㈰

開館時間　9:30～16:30
入館料　高校生以上300円、
　　　　中学生以下と70歳以上は無料

木8/1

月7/15

土7/27 日7/28
土8/17

日8/11 日8/11

月・8/5 火6

金・7/26 金8/16

日～8/11 水14

木・8/8 金9

無料

無料

無料

水族館の催し
入館無料の日
　浜焼きを行います。

ホタテ釣り遊び
時間　10:00～14:00

クリガニレース
対象　小学生
時間　13:00～14:00
　　　（12:30から受け付け）
定員　先着30人
申込方法　当日会場で

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

水族館１日館長
対象　小学4～6年生（市内在住）
時間　10:00～15:00
内容　魚や海獣の餌やり、観察など
定員　1人（定員を超えた場合は抽選）

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
を楽しめます。
対象　小学生とその保護者各１人ずつ
時間　19:00～21:00
定員　各15組（定員を超えた場合は抽選）

１日飼育係体験学習
対象　小学4～6年生
時間　10:00～15:00
内容　海獣プールや水槽の清掃、
　　　餌やりなど
定員　各15人（定員を超えた場合は抽選）

申込方法　7月1日から20日まで（消印有効）、子どもの氏名・学校名・学年と保護者の氏名・住所・年齢・電話番号、希望日を
　　　　　記入し、はがきで（当選者には、7月25日までに、電話で連絡します）

風船家のりさんの
バルーンアート
時間　10:00～15:30

JINKA
太鼓の実演
時間　13:00～13:40

　絵鞆漁港で捕れた新鮮なタコや
ホタテの炭火焼きを販売します。
時間　10:30～15:00

クロスワード宝探しゲーム
　水族館内に隠された問題を解いていくゲームで、
正解者には、景品を差し上げます。
対象　小学生
時間　13:00～14:00
　　　（12:30から受け付け）
定員　先着30人
申込方法　当日会場で

《詳細》水族館　☎27-1638
　　　　　051-0036　祝津町3-3-12

雨天決行

荒天中止

荒天中止

荒天中止 荒天中止

無料
無料

荒天中止

荒天中止

雨天決行

海の日海の日

浜焼き

ロボットアリーナ
（高砂町・看護専門学院体育館）

ロボットアリーナ
（高砂町・看護専門学院体育館）

学べる 遊べる 体験できる学べる 遊べる 体験できる学べる 遊べる 体験できる学べる 遊べる 体験できる
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