
1月　JANUARY

初日の出の名所、地球岬展望台に
約1,000人が訪れた。1
文化センターで行われた成人祭に
563人の新成人が出席。2
市民美術館の入館者が、平成20年
10月のオープンから10万人を達成
した。
シップリサイクル国際シンポジウム
が開催され、事業化に向けた活発
な意見交換が行われた。

1日：

12日：

17日：

22日：

3月   MARCH

縁結びen活応援事業第4弾「en活
パーティー」に64人の独身男女が
参加し、11組のカップルが誕生し
た。
八丁平の未利用市有地に建設され
たメガソーラー（大規模太陽光発
電所）が売電を開始。
特定分野で高い世界シェアを誇る
企業が選ばれるグローバルニッチ
トップ企業100選に㈱日本製鋼所
が選ばれた。室蘭製作所が担う素
形材部門が高い評価を受けた。
青少年科学館が、開館50周年記念
事業の展示会を開催。音声認識ロ
ボットの「カンちゃん」が復元され、
注目を集めた。5

1日：

3日：

17日：

24日：

2月   FEBRUARY

雪中キックベースin室蘭がだんパラ
公園で開催され、参加した20チー
ム200人が熱戦をくり広げた。3
平成25年9月号の「広報むろらん」
が北海道広報コンクール組み写真
の部で特選に選ばれた。
今年で4回目の開催となった雪像
ゆきまつりinだんパラ。スノーバー
や雪像、滑り台などが人気を集め
る。4
今年で10周年を迎えるまち「ピカ」
パートナーの情報交換会が行われ
た。（現在、まち「ピカ」パートナーに
は、216団体7,246人が登録）

2日：

12日：

14～16日：

18日：

4月　APRIL

JX日鉱日石エネルギー㈱室蘭製
油所が「室蘭製造所」に名称を改め
た。（7月には石油化学工場化に伴
う工事が完了した）
市は市内全域で撮影した航空写真
をインターネット上で公開。オープン
データとして利用可能に。
環境省から要請された、PCB廃棄
物処理基本計画変更による追加処
理の受け入れを決定。
昨年も好評だった夜景観光バスの
運行が始まる。（10月の運行終了ま
でに昨年の倍以上の利用があり、
来年も運行予定）6

1日：

16日：

25日：

26日：

6月　JUNE

「土砂災害に対する全国統一防災訓
練」が実施された。市による住民参
加型訓練は、平成23年以来となる。
社会人野球チーム「室蘭シャーク
ス」が、3年ぶりに都市対抗野球本
選出場を決める。
昨年に引き続き、サンフレッチェ広
島の夏季トレーニングキャンプが入
江運動公園で行われた。9

1日：

8日：

19～29日：

5月　MAY

商店街などの事務局機能を支援す
る「むろらん商店街づくりサポート
センター」が、広域センタービルに
開設。
乗客約2,000人を乗せたクルーズ
客船「セレブリティ・ミレニアム」が
室蘭港に初入港。市内各所で着物
の着付け体験などのおもてなしイ
ベントが開かれた。（今年の客船入
港は、過去最多の16回）7
室蘭在住の映画監督、坪川拓史さん
が製作する映画の撮影が始まる。
市民有志による室蘭映画製作応援
団の活動も本格始動した。
本輪西駅を起点に半世紀にわたり
道内に石油を運んできたタンク貨
車がラストラン。出発式では関係者
のほか100人を超える鉄道ファン
が最後の雄姿を見送った。8

1日：

13日：

14日：

29日：

2広報むろらん 2014年12月3 広報むろらん 2014年12月

　今年は、オリンピックやワールドカップはもちろん、
市内でも野球やサッカーの応援で盛り上がった1年
でした。スポーツ以外にもいろいろと話題になった
室蘭の1年を振り返りましょう。

むろらん
平成26年を振り返る

※内容は、11月14日現在で作成しています。
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7月　JULY

「広報むろらん」が7月号で1000号
を達成。5日からは室蘭の広報紙の
歴史を紹介する展示会を行った。
社会福祉協議会が旧セントラル
フォーラムYHYに移転。（6月に建
物と土地を所有する鳩山由紀夫元
首相と無償賃貸契約を結んだ）
第3回むろらん港鉄人舟漕ぎ大会
が開催され、参加した29チームが
熱戦を繰り広げた。
スーパーアークス室蘭中央店が、旧
長崎屋室蘭中央店の建物を改装し
てオープン。
むろらん港まつりが開催。今年は中
島町一帯で開催された「室蘭ねり
こみ」。全19梯団が山車やみこしを
担いで練り歩き、沿道の観衆を魅
了した。10

1日：

14日：

20日：

25日：

25～27日：

8月　AUGUST

今年で3回目となる「1日室蘭市長」
に市内の小学生2人が任命され、
青山市長とともに公共施設の見学
や市民憲章制定記念事業などに参
加した。11
7月に市の公用車として初導入され
た電気自動車の市民向け試乗体験
会を開催。
今年で40回目となったむろらん裸
みこしに2基のみこしが参加。さら
しを巻いた約100人の担ぎ手に、
観客たちは力水を浴びせ祭りを盛
り上げた。
室蘭芸術祭が公設地方卸売市場
で初開催。アート体験ができるワー
クショップは、親子連れなどでにぎ
わいを見せた。12

1日：

1日：

14日：

15・16日：

市民団体の活動・交流を支援して
いる市民活動センターの来館者
が、5万人を達成した。
室蘭地方でとれた新鮮な農水産物
を提供する「みたら朝市」が絵鞆臨
海公園で開かれ、秋の味覚を求め
る買い物客でにぎわった。15

10月　OCTOBER

市内の空き家の解消と定住促進の
ため、空き家バンク制度が開始。
水族館で日本初の繁殖・飼育に成
功した青色ニホンザリガニ22匹が
市民に一般公開された。
新日鐵住金㈱棒線事業部は、所管
する室蘭製鐵所などで製造する棒
鋼・線材の加工メーカーと新たな
統一事業ブランド「SteeLinCⓇ（ス
ティーリンク）」を立ち上げた。
第3回むろらんカルチャーナイトに
は、21施設が参加。市民1,500人が
見学や体験に訪れ、市長室での記
念撮影や、道の駅で似顔絵を描い
てもらい、楽しんだ。16
室蘭シャークスの瀬川隼郎選手が、
プロ野球ドラフト会議で北海道日
本ハムファイターズから5位指名さ
れた。
4月27日から港の文学館で開催さ
れていた「長嶋有 特別展」に4,107
人が来場。道内はもとより、道外か
らも熱心なファンが訪れた。
市の住民基本台帳による人口が、
昭和14年以来75年ぶりに8万人
台に。

1日：

1日：

1日：

3日：

23日：

25日：

末日：

8日：

28日：

11月　NOVEMBER

市民活動センターが発行している
市民団体の情報紙「かわらばん」が、
平成18年8月の発行開始から100
号を達成。
室蘭商工会議所が、大正13年の創
立から90周年を迎える。
7月から始まった平成26年度のま
ちづくり協議会「子育て応援ワーク
ショップ」の意見が反映された子育
て情報フリーペーパー「こらん」が
創刊。市内の公共施設などで配布
が開始された。17

1日：

6日：

10日：

9月　SEPTEMBER

御崎町にあるPCB処理情報セン
ターの見学者が、開所から7年を経
て1万人を突破。記念のセレモニー
が行われた。13
スワンフェスタが室蘭港中央埠頭
周辺を会場に行われた。好天に恵ま
れ、やきとり横丁や露店、花火大会
などが多くの市民でにぎわった。14

2日：

6・7日：
ふ

こ
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来年はどんな1年に
なるのでしょうか。
市民の皆さんが

健康に暮らせる良い一年に
なりますように！

むろらん
平成26年を
振り返る
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