
　室蘭の魅力が詰まった講座（年間10
回程度）やバス研修などを実施します。
　また、講座ごとの参加もできます（別
途、聴講料1回500円）。
○入学式と基調講演「室蘭と報道の歴史
～報恩、感謝、貢献～」
日時　4月21日(土) 13:00～16:00
会場　文化センター
料金　年額3,700円
　　　（保険料を含む。当日持参）
申込方法　4月12日まで、住所・氏名・
性別・生年月日・電話番号・職業を記入
し、ファクス、メールまたは、はがきで。
入学式当日の申し込みも可
詳細　同大学運営委員会・南川
　　　☎080ｰ5220ｰ9880　22ｰ8000
　　　　muroran-koritsu@outlook.jp
　　　　050ｰ0072高砂町1ｰ51ｰ3

　年齢を問わず参加できます。動きやす
い服装でお越しください。
日程と時間

会場　ディノスボウル室蘭（東町4ｰ31ｰ3）
定員　各先着30人
料金　各3,000円（貸靴代、保険料を含む）
申込方法　3月25日まで、電話で
詳細　同協会・福田☎080ｰ4600ｰ2112

日時　毎月第4金曜日 18:30～21:00
会場　NHK3階小会議室
料金　入会金500円
　　　年額11,000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　全日本写真連盟室蘭支部・池内
　　　☎・　59ｰ7508

　空手の基本動作やミット蹴りなどを行
います。運動しやすい服装で参加してく
ださい。
対象　5歳以上
日時　3月9日(金)または16日(金)
　　　18:00～18:50
会場　高橋ビル2階
　　　（中島町4ｰ14ｰ5）
定員　各10人程度
申込方法　事前に電話で
詳細　同連盟・樋口☎080ｰ5594ｰ8618

　「憲法改憲で、あたりまえと思ってい
た自由や平和があたりまえじゃなくな
る!?」をテーマにした講演を行います。
日時　3月10日(土) 13:15～15:10
会場　中小企業センター
定員　先着100人程度
料金　300円（資料代）
申込方法　当日会場で（託児は無料で、
前日までに電話で予約が必要）
詳細　新日本婦人の会室蘭支部
　　　☎43ｰ4028

対象　小学生～高校生（就学前は要相談）
日時　毎週月・水・金曜日　17:30～19:30
会場　入江運動公園温水プール
料金　月額4,500円
申込方法　電話で
詳細　同少年団・工藤
　　　☎090ｰ2057ｰ9288

　ポールを使ったウオーキングで、市内
や近郊で楽しく安全に健康づくりをしま
せんか。また、健康増進の指導やお手伝
いに興味のある人も募集しています。経
験は問いません。
料金　年額1,000円
申込方法　電話または
体育館に備え付けの申
込書で
詳細　同協会・黒政☎090ｰ9087ｰ5068

日時　3月27日(火) 10:00～11:30
　　　　　　　　　18:00～20:00
会場　楽山三ツ和会館（宮の森町1ｰ11ｰ18）
申込方法　事前に電話で
詳細　鈴木☎090ｰ6695ｰ3406

　外国人観光客に室蘭を紹介するための、
基礎的な外国語を学びます。同協議会に
入会（年会費2,000円）もできます。
日時　4月12日～12月13日の毎週木曜日
10:00～11:30（即使える外国語会話3回、
英語・中国語・韓国語各10回、全33回）
会場　中小企業センター
定員　40人（定員を超えた場合は抽選）
料金　12,000円（テキスト代を含む）
申込方法　3月23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ｰ8428ｰ0261
　051ｰ0022海岸町1ｰ5ｰ1室蘭観光協会内

対象　60歳以上
日時　第2・第4水曜日
　　　10:00～12:00
会場　宮の森町1ｰ2ｰ1
定員　10人程度
料金　花代実費
申込方法　電話で
詳細　同会・中川☎47ｰ0168（午前中のみ）

料金　入会金500円、年額1,400円
申込方法　3月1日から、電話または住
所・氏名・生年月日を記入し、ファクスで
詳細　同協会・赤坂☎・　46ｰ1149

　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。
募集期間　3月1日から4月20日まで
詳細　同実行委員会☎011ｰ231ｰ4351
　　　　http://www.yosakoi-soran.jp/
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３.８国際女性デー室蘭大会

太極拳を体験してみませんか

カメラ写真教室

室蘭港立市民大学
平成30年度受講生募集

室蘭ボウリング協会
健康ボウリング教室

無料
無料室蘭空手道連盟

カラテ体験・見学会

室蘭ノルディックウォーキング協会
会員とスタッフ募集

室蘭水泳スポーツ少年団
団員募集

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

シニアお花を生ける同好会
会員募集

室蘭パークゴルフ協会
会員募集

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り
市民審査員募集
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10:30～13:30

13:30～16:30

13:30～16:30

3月26日
～5月7日

3月27日
～5月8日

3月30日
～5月11日

月曜日
(午前)

火曜日
(午後)

金曜日
(午後)

時　間コース 日程（全6回）

伝 言 板
市民の皆さんから寄せられた情報を掲載しています。
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

22723 広報むろらん 2018年3月

月3 他のページに掲載している催しもあります。
日時・内容は、変更になる場合があります。

日 行　　　　事

～４㈰

地域から伝えるアートの世界
ｰ室蘭市民美術館をささえる会コレクションｰ
（遠藤相州の書、シャガールの版画、八代亜紀の油彩など）
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

～１１㈰ 小島和夫 日本画展（異国の風景、人物など）
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

～３０㈮ 企画展｢文学をしる・かたる・とどめる｣ｰ今、評論の力をｰ
10:00　港の文学館 《詳細》☎22ｰ1501（同館）

１㈭
３㈯
８㈭
１0㈯

ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』
（座右宝刊行会/編集）
10:00　図書館 《詳細》☎22ｰ1658（同館）

３㈯ 映画『しゃぼん玉』上映会 有料
14:30　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

３㈯
１２㈪
３１㈯

フロアゴルフ 有料
3日9:00　体験・交流会…高砂小学校
12日9:00　市民大会…市体育館
31日9:00　どうしん杯争奪北海道交歓大会…市体育館

《詳細》☎43ｰ6130（井山）

６㈫
～１１㈰

ピノキオ幼稚園 生活イメージ展（園児の作品）
10:00（6日は12:00から）　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

８㈭
第60回 居酒屋塾こんそ（講師のお話）

※講話後の飲食参加は、チケット購入が必要。
18:30　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）

《詳細》☎50ｰ6611（同サロン）

８㈭
～１０㈯

うまいもの市
（青森のリンゴ酢、沖縄の黒糖、岐阜の五平餅など、14店が出店）
10:00 グリンデパート 《詳細》☎44ｰ1281（同店）

８㈭
２２㈭

おはなしやさん読み聞かせ
10:30 イオン室蘭店 《詳細》☎43ｰ5912（吉田）

１０㈯

北海道大谷室蘭高等学校吹奏楽部・室蘭清水丘高等学校吹奏楽団
第5回東日本大震災復興チャリティーコンサート
13:00　市民会館 《詳細》☎44ｰ5641（北海道大谷室蘭高校・鈴木）

母恋駅を愛する会 澄れ会の皆さんの踊り
13:30　母恋駅 《詳細》☎090ｰ8636ｰ1960（久保田）

１１㈰

猫色protectionむろらん 猫の譲渡会
※譲渡猫に医療費の一部負担あり。

11:00　住まいのウチイケ研修センター 
　　　（八丁平1ｰ42ｰ15） 《詳細》☎090ｰ6447ｰ7975（芳賀）

室蘭フォルクブラスカペレ 定期演奏会 有料
※小学生以下は無料。

14:00　市民会館 《詳細》☎090ｰ7652ｰ0948（山田）

１１㈰
２５㈰

おもちゃの病院「中島」（壊れたおもちゃの修理）
※12ページに出張開院を掲載。

11日11:00　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
25日10:00　青少年科学館 《詳細》☎46ｰ7550（水木）

１２㈪
製鉄記念室蘭病院コンサート 室蘭市民オーケストラ演奏会
（シベリウス「交響詩フィンランディア」など）
19:00　同病院 《詳細》☎47ｰ4404（同病院）

日 行　　　　事

１３㈫
～5/20㈰

命の神秘 西村徳一展（油彩）
ｰ胞子が芽生え浮遊する不思議な空間ｰ
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

１５㈭

ふれあいサロンお元気講座 作業療法士のお話
～いつまでも元気で自立した生活を送るためには～
13:00　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）

《詳細》☎50ｰ6611（同サロン）

１５㈭
～１８㈰

室蘭美術協会「新人展」
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

１５㈭
～１９㈪

手づくりショップ（陶器、ニット、エコクラフトなど、15店が出店）
10:00 グリンデパート 《詳細》☎44ｰ1281（同店）

１6㈮
～１8㈰

室蘭市老人クラブ連合会 いきいき絵手紙展
１０:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎83ｰ5031（同会）

17㈯

男声合唱団プリーモ 創立25周年記念コンサート 有料
15:30　市民会館 《詳細》☎43ｰ1407（松島）

北海道言友会例会ことばがどもる人集まりましょう 有料

※吃音のある人、保護者、先生などが対象。
17:30　障害者福祉総合センター（ぴあ216）　　

《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

１８㈰

NPO法人ニャン友ねっとわーく 保護猫の譲渡会
※譲渡猫に医療費の負担あり。

10:00 セレクト雑貨&シェアスペースミニマム
　　　（中央町2ｰ8ｰ10） 《詳細》☎080ｰ9610ｰ9208（和崎）

室蘭ウィンドソサイエティ 定期演奏会 有料※小学生以下は無料。
14:00　文化センター 《詳細》☎090ｰ1309ｰ2213（亀山）

室蘭栄高等学校合唱部 定期演奏会
14:00　市民会館 《詳細》☎44ｰ3128（同校・長枝）

２０㈫ 健康講座 あなたの筋力 弱っていませんか?
13:30　清水町会館 《詳細》☎23ｰ3761（鈴木）

２１㈬

ハンドメイドイベントヒカリの森 Spring
（親子で楽しめるワークショップなど）
10:00 ココス室蘭店 《詳細》☎080ｰ3293ｰ2909（高橋）

エルム・ハイライトコンサート 有料
14:30　市民会館 《詳細》☎44ｰ1156（エルム楽器）

２３㈮ 源氏物語に親しむ 若菜下～わかなのげ～ 有料
13:00　港の文学館 《詳細》☎55ｰ5363（増子）

２３㈮
～２5㈰

総合福祉センター油絵同好会 作品展
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

２４㈯
２５㈰

室蘭蘭友会 洋ラン展
10:00　市民会館 《詳細》☎43ｰ7255（小田桐）

２５㈰

神島香織門下生によるスプリング・ピアノアノア コンサート
13:00　市民会館 《詳細》☎45ｰ1121（神島）

サックス演奏会 サクソフォンアンサンブル・サクパル
14:00　港の文学館 《詳細》☎090ｰ9510ｰ5047（土井）

２７㈫
～5/6㈰

風景に息づく歴史ｰ伊藤正の対象へのまなざし（ー油彩）
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

２７㈫
２８㈬

いろどりマーケット手仕事展
10:00　市民会館 《詳細》☎090ｰ1380ｰ2257（木田）


