
「海の日」は
入館無料!!

室
蘭
の

夏
楽
し
む

むろらん

港ま
つり

7/24金～26日

25日土
総参加市民おどり
16:00～17:20中央町（雨天中止）
室蘭ねりこみ
17:30～中央町（小雨実施）

26日日
よさこいソーランインむろらん
14:00～中島町（小雨実施）
15:30～港ふれあい広場（小雨実施）

24日金
～26日日

港ふれあい広場

24日（金） 16:00～22:00
25日（土） 11:00～21:00
26日（日） 11:00～20:00

会場　フェリー埠頭
ステージ・大露店街

25日土
・26日日

同時開催

《詳細》室蘭商工会議所 ☎22-3196

なかじま天国まつり

詳しい日程は、7月下旬の新聞折り込みと、観光協会で配布す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

海水浴場オープン

イタンキ浜海水浴場
《詳細》観光協会 ☎23-0102

7月24日金～8月11日火

7月25日土～8月9日日
《詳細》生涯学習課スポーツ振興 ☎22-1112
　　　　電信浜児童遊泳場（期間中の土・日曜日）
　　　　☎090-1389-2981

電信浜児童遊泳場

エンルム
マリーナ祭

　雨天時は屋内で実施。
　ただし、フリーマーケット
は中止します。

《会場・詳細》エンルムマリーナ室蘭
　　　　　☎27-4188

7/19日
10:00～15:30
・新鮮な魚介類の販売
・フリーマーケット
・よさこいソーラン　など

《詳細》室蘭海上保安部
　　　　☎23-3133

チキウ岬灯台
一般公開

無料

無料

無料

　当日は、動きやすい服装と靴で、
お越しください。

7月20日月
10:00～15:00

（荒天中止）

海の日

７月の水族館
20日月
海の日
浜焼きを行います。
（荒天中止） 24日金

ホタテ
釣り遊び
10:00～14:00

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

（荒天中止）

25日土　
くりかにレース

7/25～8/20
17:00まで

《詳細》水族館 ☎27-1638

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
　　　　年間パスポート1,000円

　市民おどりの見本映像（VHS・DVD）、CD
を無料で貸し出します。無料講習会も行い
ますので、詳細はお問い合わせください。

24日金
納涼花火大会
20:00～20:30
フェリー埠頭沖で打ち上げ
雨天時は26日（日）に延期
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。

ふ

を

約2,000発

開館時間延長
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無料

無料

無料

無料

無料
無料

無料

無料

無料

無料

無料

《詳細》体育協会 ☎44-7521

親子で楽しくラン、ラン、ラ～ン

8/1土　10:00～11:15

イルカ・クジラウオッチング体験乗船
8/1土　9:00～11:30または13:00～15:30
8/2日　9:00～11:30

１日市長体験
8/3月　9:00～16:00

《詳細》市民憲章推進協議会（地域生活課内） ☎25-2380

８/１土
市民憲章制定記念日

対象施設と開館時間
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
18:00 ～ 21:00

（卓球場のみ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

市の施設を
無料開放します

夜の水族館親子見学学習

8/8土・9日　19:00～21:00

気象台見学会
8/1土　10:00～15:00

ロボットアリーナ夏休みイベント
ミニ・ムロぴょんを作ろう！

対象
小学
1・2年生

7/25土　10:30～12:00
8/11火　14:00～15:30

相撲ロボットを作ろう！
対象
小学
5・6年生

7/25土　14:00～16:00
8/12水　10:30～12:30

オリジナルソーラーカーを作ろう！
対象
小学
3・4年生

8/11火　10:30～12:00
8/12水　14:00～15:30

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱
室蘭製造所施設見学会
8/6木　10:00～15:30

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

室蘭開発建設部  現場見学会
8/3月・7金　9:00～12:00または13:30～16:30

《詳細》健康推進課
　　　 ☎45-6610

親子はっぴい
クッキング

7/28火　10:00～13:00

親と子の市場見学会
7/28火　6:40～8:30

《会場・詳細》公設地方卸売市場
　　　　　　　☎44-0016 思 47-1750

7/19日　9:45または10:45
（各1時間程度）

クルーザーボート
体験クルーズ

　輪西ものづくり工房2015

《詳細》同実行委員会・須藤 ☎84-5510

ホタル観賞会

8/1土～8/23日 19:30～20:30
会場　栗林公園（本輪西町）

《詳細》同会・工藤 ☎090-2814-8612

本輪西ほたるの会 活動写真展
7/28火～8/8土　10:00～21:00

（最終日は14:00まで）

本輪西ほたるの会本輪西ほたるの会

ＮＰＯ法人テツプロ

　室蘭近海に生息するイルカやクジラの観察と海からの
景観を楽しみます。
対象　市内に居住または通学している3歳から18歳までの人（小学
生以下は、保護者同伴。子ども1人につき、保護者の同伴は2人まで）
集合場所　エンルムマリーナ
定員　1日開催は各20人、2日開催は50人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　7月15日まで、参加者全員の住所・氏名・年齢・性別と、代表者
の携帯電話番号、希望日・時間を記入し、ファクスかメールまたは郵送で

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）
申込方法　7月9日から12日まで、青少年科学館
に備え付け、またはホームページに掲載の用紙に
料金を添えて直接

　白鳥大橋の主塔を見学後、港湾業務艇「みさご」に乗船して、
追直漁港沖合人工島Mランドを見学します。
対象　小学4年生以上で、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（小学4年生から中学生までは、保護者同伴）
集合場所　JR室蘭駅　
定員　各12人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　7月17日まで（必着）、参加希望者全員の住所・氏名・
年齢・性別・職業・電話番号・希望日と時間を記入し、はがきで
（1枚で3人まで）

　室蘭市長を1日体験してみませんか？
施設見学などを行います。
対象　市内に居住する小・中学生
定員　2人
申込方法　7月17日まで、「室蘭をこんなまち
にしたい」をテーマに、原稿用紙1～2枚程度の
作文を添えて、ファクスかメールまたは郵送で
（応募作文で選考を行います）

対象　室蘭市・登別市に居住の小学生とそ
の保護者
内容　競り・仲卸売り場の見学、マグロの
解体見学（当日、入荷がなければ中止）など
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7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10日
に電話連絡）
受付時間　8:00～15:00

対象　小学生と保護者
会場　保健センター
定員　先着15組
申込方法　7月1日から10日まで、
電話で

対象　小学生以上（小学生は保護者
同伴）
集合場所　エンルムマリーナ
定員　各20人（定員を超えた場合
は抽選）
申込方法　7月11日まで（必着）、
代表者の住所・電話番号、乗船希望
者全員の氏名・性別・年齢・希望時
間を記入し、ファクスか郵送で

　ホタル育成の推移や観賞地の整備、観賞会
の様子を写真などで紹介します。
会場　市民活動センター

無料

7/29水　9:30～12:00

ものづくり
体験会

《会場・詳細》
室蘭高等技術専門学院 ☎44-3522

対象　小学5・6年生
内容　・風鈴ハンガー（金属材料を
切断して、組み合わせ）
　　　・犬のキーホルダー（手工具
を使ってアルミニウム板を加工）
定員　各先着15人
申込方法　7月13日から17日まで、
電話で

定員　各10人
　　　（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　7月10日まで、住所・
氏名・学校名・学年・電話番号・
希望の教室名、希望日を記入し、
ファクスかメールまたは郵送で 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
護者の住所・氏名・年齢・電話番号・イ
ベント名・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）

　観覧車からの夜景も楽しめます。
対象　小学生とその保護者（各1人ずつ）
定員　各15組（定員を超えた場合は抽選）

　気象に関する小学生向けの実験を
行います。また、天気予報の作成や
気象観測を行っている場所を見学で
きます。当日は臨時駐車場からバス
で送迎します。詳細はホームページ
をご覧になるか、お問い合わせくだ
さい。
申込方法　当日会場で

対象　4歳から就学前までの子どもとその保護者
会場　入江運動公園陸上競技場
内容　ジョギングや親子リレーなど
定員　先着15組（2人1組）
料金　1組500円（保険料を含む）
申込方法　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、げんき館ペトトルに備え付け
の用紙で

室蘭の夏 楽しむを室蘭の夏 楽しむを

《詳細》観光課 ☎25-3320 思25-2478
　　　　　kankou@city.muroran.lg.jp 　051-8511幸町1-2

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

《会場・詳細》
室蘭地方気象台 ☎22-2598
　http://www.jma-net.go.jp/muroran/

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

《会場・詳細》
室蘭工業大学ロボットアリーナ
☎・思46-5337
　ra_apply@mmm.muroran-it.ac.jp 
　050-8585水元町27-1

《詳細》室蘭開発建設部技術管理課 ☎25-7028 
　　　　　051-8524入江町1-14

食育講話
　「獣医さんが教える
　　手洗いの科学」

調理実習
オープンサンドイッチ

冷たいスープ
フルーツ

《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

夏休みイベント
　マークのイベントは申し込み
は不要です。当日直接会場へ。

7/25～8/16の土・日曜日 10:00～15:00
　真っ赤に熱した鉄をたたいて、オリジ
ナルキーホルダーを作ります。
対象　小学生以上　会場　輪西八条アトリエ
料金　500円

夏休み

無料水族館の仕事を
体験しよう（雨天決行）

（雨天決行）

8/1土　10:00～15:00
水族館 1日館長

8/6木・7金　10:00～15:00
1 日飼育係体験学習

対象　小学4～6年生
内容　魚や海獣の餌やり、プールの清掃など
定員　各15人（定員を超えた場合は抽選）

対象　市内に居住する小学4～6年生
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）

無料

《詳細》図書館 ☎22-1658

なつやすみ
木工教室
8/7金　
13:30～14:30
　廃材で作った組み木の
ペンギンに、紙やすりを
かけて完成させます。
対象　小学生
会場　図書館本館
定員　先着20人
申込方法　7月1日から
31日まで、電話で

調理実習
・オープンサンドイッチ
・冷たいスープ
・フルーツ

子どもでも
楽しく聞けて、
ためになる
お話だワン！

会場　港の文学館
申込方法　7月25日
まで、電話で
※一般の参加も可。

平林紙店

親子イラスト・
デッサン教室

8/1土　
10：00～12：00

《詳細》同店
　　　　☎22-7255

一
日
市
長

会場　ふれあいサロン
　　　ほっとな～る

無料無料
おもちゃの病院
7/12日　10:00～15:30

《詳細》同サロン ☎50-6611

《詳細》胆振総合振興局環境生活課 ☎24-9575

7/12日　10:00～15:00

いぶりガイアナイト工房in中島
キャンドル＆ホルダーづくり

　7月16日のいぶりガイアナイト2015に向けて、
キャンドルとホルダーを作ります。

　おもちゃの修理をボランティアが行います。

無料

中島商店会コンソーシアム中島商店会コンソーシアム
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無料

無料

無料

無料

無料
無料

無料

無料

無料

無料

無料

《詳細》体育協会 ☎44-7521

親子で楽しくラン、ラン、ラ～ン

8/1土　10:00～11:15

イルカ・クジラウオッチング体験乗船
8/1土　9:00～11:30または13:00～15:30
8/2日　9:00～11:30

１日市長体験
8/3月　9:00～16:00

《詳細》市民憲章推進協議会（地域生活課内） ☎25-2380

８/１土
市民憲章制定記念日

対象施設と開館時間
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
18:00 ～ 21:00

（卓球場のみ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

市の施設を
無料開放します

夜の水族館親子見学学習

8/8土・9日　19:00～21:00

気象台見学会
8/1土　10:00～15:00

ロボットアリーナ夏休みイベント
ミニ・ムロぴょんを作ろう！

対象
小学
1・2年生

7/25土　10:30～12:00
8/11火　14:00～15:30

相撲ロボットを作ろう！
対象
小学
5・6年生

7/25土　14:00～16:00
8/12水　10:30～12:30

オリジナルソーラーカーを作ろう！
対象
小学
3・4年生

8/11火　10:30～12:00
8/12水　14:00～15:30

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱
室蘭製造所施設見学会
8/6木　10:00～15:30

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

室蘭開発建設部  現場見学会
8/3月・7金　9:00～12:00または13:30～16:30

《詳細》健康推進課
　　　 ☎45-6610

親子はっぴい
クッキング

7/28火　10:00～13:00

親と子の市場見学会
7/28火　6:40～8:30

《会場・詳細》公設地方卸売市場
　　　　　　　☎44-0016 思 47-1750

7/19日　9:45または10:45
（各1時間程度）

クルーザーボート
体験クルーズ

　輪西ものづくり工房2015

《詳細》同実行委員会・須藤 ☎84-5510

ホタル観賞会

8/1土～8/23日 19:30～20:30
会場　栗林公園（本輪西町）

《詳細》同会・工藤 ☎090-2814-8612

本輪西ほたるの会 活動写真展
7/28火～8/8土　10:00～21:00

（最終日は14:00まで）

本輪西ほたるの会本輪西ほたるの会

ＮＰＯ法人テツプロ

　室蘭近海に生息するイルカやクジラの観察と海からの
景観を楽しみます。
対象　市内に居住または通学している3歳から18歳までの人（小学
生以下は、保護者同伴。子ども1人につき、保護者の同伴は2人まで）
集合場所　エンルムマリーナ
定員　1日開催は各20人、2日開催は50人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　7月15日まで、参加者全員の住所・氏名・年齢・性別と、代表者
の携帯電話番号、希望日・時間を記入し、ファクスかメールまたは郵送で

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）
申込方法　7月9日から12日まで、青少年科学館
に備え付け、またはホームページに掲載の用紙に
料金を添えて直接

　白鳥大橋の主塔を見学後、港湾業務艇「みさご」に乗船して、
追直漁港沖合人工島Mランドを見学します。
対象　小学4年生以上で、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（小学4年生から中学生までは、保護者同伴）
集合場所　JR室蘭駅　
定員　各12人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　7月17日まで（必着）、参加希望者全員の住所・氏名・
年齢・性別・職業・電話番号・希望日と時間を記入し、はがきで
（1枚で3人まで）

　室蘭市長を1日体験してみませんか？
施設見学などを行います。
対象　市内に居住する小・中学生
定員　2人
申込方法　7月17日まで、「室蘭をこんなまち
にしたい」をテーマに、原稿用紙1～2枚程度の
作文を添えて、ファクスかメールまたは郵送で
（応募作文で選考を行います）

対象　室蘭市・登別市に居住の小学生とそ
の保護者
内容　競り・仲卸売り場の見学、マグロの
解体見学（当日、入荷がなければ中止）など
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7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10日
に電話連絡）
受付時間　8:00～15:00

対象　小学生と保護者
会場　保健センター
定員　先着15組
申込方法　7月1日から10日まで、
電話で

対象　小学生以上（小学生は保護者
同伴）
集合場所　エンルムマリーナ
定員　各20人（定員を超えた場合
は抽選）
申込方法　7月11日まで（必着）、
代表者の住所・電話番号、乗船希望
者全員の氏名・性別・年齢・希望時
間を記入し、ファクスか郵送で

　ホタル育成の推移や観賞地の整備、観賞会
の様子を写真などで紹介します。
会場　市民活動センター

無料

7/29水　9:30～12:00

ものづくり
体験会

《会場・詳細》
室蘭高等技術専門学院 ☎44-3522

対象　小学5・6年生
内容　・風鈴ハンガー（金属材料を
切断して、組み合わせ）
　　　・犬のキーホルダー（手工具
を使ってアルミニウム板を加工）
定員　各先着15人
申込方法　7月13日から17日まで、
電話で

定員　各10人
　　　（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　7月10日まで、住所・
氏名・学校名・学年・電話番号・
希望の教室名、希望日を記入し、
ファクスかメールまたは郵送で 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
護者の住所・氏名・年齢・電話番号・イ
ベント名・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）

　観覧車からの夜景も楽しめます。
対象　小学生とその保護者（各1人ずつ）
定員　各15組（定員を超えた場合は抽選）

　気象に関する小学生向けの実験を
行います。また、天気予報の作成や
気象観測を行っている場所を見学で
きます。当日は臨時駐車場からバス
で送迎します。詳細はホームページ
をご覧になるか、お問い合わせくだ
さい。
申込方法　当日会場で

対象　4歳から就学前までの子どもとその保護者
会場　入江運動公園陸上競技場
内容　ジョギングや親子リレーなど
定員　先着15組（2人1組）
料金　1組500円（保険料を含む）
申込方法　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、げんき館ペトトルに備え付け
の用紙で

室蘭の夏 楽しむを室蘭の夏 楽しむを

《詳細》観光課 ☎25-3320 思25-2478
　　　　　kankou@city.muroran.lg.jp 　051-8511幸町1-2

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

《会場・詳細》
室蘭地方気象台 ☎22-2598
　http://www.jma-net.go.jp/muroran/

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

《会場・詳細》
室蘭工業大学ロボットアリーナ
☎・思46-5337
　ra_apply@mmm.muroran-it.ac.jp 
　050-8585水元町27-1

《詳細》室蘭開発建設部技術管理課 ☎25-7028 
　　　　　051-8524入江町1-14

食育講話
　「獣医さんが教える
　　手洗いの科学」

調理実習
オープンサンドイッチ

冷たいスープ
フルーツ

《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

夏休みイベント
　マークのイベントは申し込み
は不要です。当日直接会場へ。

7/25～8/16の土・日曜日 10:00～15:00
　真っ赤に熱した鉄をたたいて、オリジ
ナルキーホルダーを作ります。
対象　小学生以上　会場　輪西八条アトリエ
料金　500円

夏休み

無料水族館の仕事を
体験しよう（雨天決行）

（雨天決行）

8/1土　10:00～15:00
水族館 1日館長

8/6木・7金　10:00～15:00
1 日飼育係体験学習

対象　小学4～6年生
内容　魚や海獣の餌やり、プールの清掃など
定員　各15人（定員を超えた場合は抽選）

対象　市内に居住する小学4～6年生
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）

無料

《詳細》図書館 ☎22-1658

なつやすみ
木工教室
8/7金　
13:30～14:30
　廃材で作った組み木の
ペンギンに、紙やすりを
かけて完成させます。
対象　小学生
会場　図書館本館
定員　先着20人
申込方法　7月1日から
31日まで、電話で

調理実習
・オープンサンドイッチ
・冷たいスープ
・フルーツ

子どもでも
楽しく聞けて、
ためになる
お話だワン！

会場　港の文学館
申込方法　7月25日
まで、電話で
※一般の参加も可。

平林紙店

親子イラスト・
デッサン教室

8/1土　
10：00～12：00

《詳細》同店
　　　　☎22-7255

一
日
市
長

会場　ふれあいサロン
　　　ほっとな～る

無料無料
おもちゃの病院
7/12日　10:00～15:30

《詳細》同サロン ☎50-6611

《詳細》胆振総合振興局環境生活課 ☎24-9575

7/12日　10:00～15:00

いぶりガイアナイト工房in中島
キャンドル＆ホルダーづくり

　7月16日のいぶりガイアナイト2015に向けて、
キャンドルとホルダーを作ります。

　おもちゃの修理をボランティアが行います。

無料

中島商店会コンソーシアム中島商店会コンソーシアム
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無料

無料

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

青少年科学館の催し夏休み科学クラブ

作品づくりの
アドバイスをします。

申込方法　7月7日から12日まで、電話
または直接

7/25土・26日
10：00～16：00

自由研究相談会
7/18土・19日
10：00～17：00

発明工夫教室

西いぶりリサイクルプラザ
なつやすみ講座　

《詳細》西いぶりリサイクルプラザ ☎59-0319

室工大サイエンススクール

動いて見える？
「おどろき盤」をつくろう

7/31金　13：30～16：00

地上でできる無重力実験

8/2日　13：30～15：30

8/3月　10：00～12：00
ゴム動力飛行機を飛ばそう

Jr. ロボットスクール 2015

8/8土　9：30～16：30

ひらめき☆ときめきサイエンス
体験しよう！未来を変える夢の
新材料と不思議な超高圧の世界

ビブリオバトルを楽しもう

8/22土　13：00～15：00

《詳細》室蘭工業大学地域連携推進グループ ☎46-5023

対象　小学3～6年生
会場　室蘭工業大学
　　　ものづくり基盤センター
定員　16人

対象　小学3～6年生
会場　室蘭工業大学体育館
定員　9人

対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学
定員　20人

対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学ロボット
　　　アリーナ

定員　10人

定員　10人

対象　小学5・6年生、中学生
会場　室蘭工業大学
定員　30人

対象　小学3～6年生、中学生
会場　ふれあいサロンほっと

な～る
定員　10人

申込方法　7月24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

申込方法　7月27日から8月7
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

対象　小学生（4年生以下は、保護者同伴。1人につき1講座）
申込方法　7月1日から12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

対象　小学生
料金　①②⑥⑧は各500円、③④⑤⑦は各300円
申込方法　7月9日から、電話で

申込方法　7月6日から17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

①ストローモビール
7/25㈯、8/6㈭
10:30～12:30
7/26㈰、8/7㈮
13:30～15:30

各10人

②ローズウィンドウ
　　紙で作る
　　ステンドグラス

7/25㈯、8/6㈭
13:30～15:30
7/26㈰、8/7㈮
10:30～12:30

各10人

③紙すきうちわ
7/30㈭、8/8㈯
10:30～12:30
13:30～15:30

各10人

④ペットボトル風鈴
7/31㈮

10:30～12:30
8/9㈰

13:30～15:30

各20人

⑤ビー玉コースター
7/31㈮

13:30～15:30
8/9㈰

10:30～12:30

各20人

⑥メモボード
　＆キーストッカー

8/1㈯
10:30～12:30

8/2㈰
13:30～15:30

各10人

⑦エコバッグ
8/1㈯

13:30～15:30
8/2㈰

10:30～12:30
各15人

⑧ＵＶレジンで
　ファスナー
　チャーム

8/13㈭～16㈰
10:30～12:00
13:30～15:00

各6人

講　　座 日　　程 定員（先着）

天文クラブ
（屈折天体望遠鏡）

7/26㈰
10:00～11:30
13:30～15:00

各10人

講　　座 日　　程 定員（先着）

3,000円

木工工作クラブ C
（犬の型抜き）

7/26㈰
10:00～11:30 6人 300円

木工工作クラブ D
（流木アート）

7/27㈪
10:00～11:30
13:30～15:00

各8人 300円

電子工作クラブ A
（AMはこらじ）

7/28㈫
10:00～11:30 10人 2,300円

電子工作クラブ B
（ダイナモ LEDライト）

7/29㈬
10:00～11:30

10人
（小学3年生以上） 1,500円

PC クラブ
（CGで描いたうちわ）

8/2㈰
10:00～14:00 10人 300円

料　金

室蘭の夏 楽しむを

あたたかい
氷も作るよ!

サッカーコンテスト編

レゴ・ロボット編

8/5水～7金（全3回）
9：00～12：00

8/5水～7金（全3回）
13：00～16：00

いずれのイベントも、定員を超えた場合は抽選。

⎛
⎝

⎞
⎠

無料サイエンススクール
「夢の技術と材料の不思議」

7/25土　10:00～15:00
　お湯や氷を使った実験です。
対象　小学生（1・2年生は、保護者同伴）
定員　先着15人
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