
 

２０２２年（令和４年）１１月   編集・発行：室蘭市市民活動センター  ☎０１４３－８３－７７５１ 

第１９５号                          令和４年１０月末現在 

活セン登録団体数１６2団体 

室蘭市市民活動センターの催しや、当セン 

ター登録団体の活動情報など、市民活動に 

関する情報を掲載しています。 

新しく活センに仲間入り！ 

 

                                      

■鈴木臣子絵手紙ありがとう展     

―絵はもうひとつのことばー 
昭和、絵手紙を知る。平成、絵手紙を描 

く。令和、絵手紙を描き続ける。室蘭市生まれで苫

小牧市在住の鈴木臣子
と み こ

さんが室蘭の兄妹や友人と

の交流で描かれた作品約１２０点を展示します。 

期間 １１月１日（火）～１１月５日（土） 

（最終日は１２時まで） 

■２０２２世界早産児デー写真展 in室蘭

～リトルベビーの軌跡～ 
１１月１７日の世界早産児デーにちなみ、低出生 

体重児を育てるママたちの集い「北海道リトルベビ 

ーサークルゆきんこ」による、会の取り組みや子育 

ての様子などを伝える写真展です。 

期間 １１月１５日（火）～１１月２６日（土） 

（最終日は１５時まで） 

   

■ＳＤＧｓ廃油石けん教室 
地球環境保護などＳＤＧｓのことを学び

がら、廃油から食器用洗剤を作ります。 

日時 １１月１９日（土） １４時～１５時 

定員 １０人 

料金 ３００円 

持ち物 エプロン、マスク、持ち帰り用袋 

講師 ＮＰＯ法人はちどりプロジェクト  

宮手 恵さん 

申込方法 前日までに活センへ  

（TEL ８３-７７５１） 
  

 
                         

（令和４年１０月新規登録) 

◆室蘭市バドミントン連盟 
連盟の試合には、ルールさえ知っていれば誰でも参

加できます。必ず新しい仲間が見つかります 

 連絡先 TEL ５５-８６３８（坂野） 

◆室蘭巨樹の会 
 巨樹を観察し、巨樹が多くの生き物たちを育んでい

ることの学びを通して環境保全を考えます。 

連絡先 TEL ０９０-３８９７-２１６４（成田） 

 

 

 

 

 

 

 

○きがるにノルディックウオーキング 

日時 １１月４日（金）９時 旧室蘭駅舎 集合 

場所 測量山＆西ふ頭 

料金 非会員２００円（保険料込み） 

詳細 TEL ０９０-９０８７-５０６８（黒政） 

 

 

○人形劇団えりっこ「マーシャとクマ」 
お互いを知り大切に思うことで、本当に友だちに

なれることを描いたお話です。 

対象 就学前の子供と保護者 

日時 １１月５日(土)１３時３０分～１４時１５分 

会場 室蘭市市民会館 会議室 

定員 ６０人（先着順） 

○劇団なんじゃもんじゃ「ベッカンコおに」 
べっかんこ顔とからかわれていた鬼と、目の見え

ない女の子ゆきのお話です。 

対象 小学生以上 

日時 １１月２９日（火） 

１８時３０分～１９時４０分 

会場 室蘭市市民会館 ホール 

定員 ２００人（先着順） 
 
料金 入会時に１人２,６００円（３歳以下無料） 

（入会金２００円と会費月額１,２００円×２か月分） 

詳細 ☎４３－３７９０（室蘭子ども劇場） 

 

 

○ギャラリートーク＆ミニライブ【無料】 
「篠原勝之コーナー」についてのトークと、「日本の

秋の歌を中心に」と題した歌とピアノの演奏です。 

日時 １１月５日（土）１３時３０分～１４時３０分 

申込方法 当日会場で 

○ブックトークカフェ  

「本との出会い、人との出逢い」 
本好きな仲間と楽しい時間を過ごしませんか。 

日時 １１月１２日（土）１４時～１５時３０分 

定員 ５人程度（先着順） 

料金 ２００円 高校生以下無料 

申込方法  前日までに電話で 

室蘭ノルディックウォーキング協会 
 
 
 
 

登録団体からの情報 
 

２０１５年（平成２７年） 
１１月号 第１１２号 

  
 
 

室蘭文学館の会 
 
 

室蘭子ども劇場 

活セン  

展 示 

活セン 

講 座 

※掲載の記事については１０月末現在の情報で
あり、今後内容が変更になる場合があります。 

 

 

 

 



 

 
 
○土曜講座 はじめての古文書  
北海道立文学館「古文書教室」【無料】 

 日時 １１月２６日（土）１３時～１５時３０分 

申込方法 当日会場で 

会場 いずれも室蘭市港の文学館 

詳細 TEL ２２-１５０１（港の文学館） 

 

 

○すこやかラストウオーク「落ち葉踏む」 
日時 １１月６日（日）９時 旧室蘭駅舎 集合 

場所 測量山・マスイチ 

料金 非会員２００円（保険料込み） 

詳細 TEL ０９０-３８９７-２１６４（成田） 

 

 

○月例探鳥会 
日時 １１月６日（日）９時 月浦森林公園 集合 

場所 洞爺湖町月浦ほか 

料金 １００円（保険料含む） 

詳細 TEL ２２-２６４０（星） 

 

 

○室蘭市開港１５０年・市制施行１００年記念 
結成５０周年記念 室蘭地区連芸能まつり 
 民謡、カラオケのほか、箏と帯の花結びコラボ企

画もあります。 

日時 １１月６日（日）１０時  

会場 室蘭市市民会館 ホール 

料金 １,０００円 

チケット取扱 ぷらっと。てついち、観光協会ほか 

詳細 TEL ０９０-９５８５-７７１１（氏家） 

 

 

○室蘭市開港１５０年・市制施行１００年記念 
炭鉄港フォーラムｉｎ室蘭【無料】 
基調講演のほか、日本遺産「炭鉄港」構成文化財を

巡るバスツアー（講演参加者のみ）などを同時開催し

ます。 

日時 １１月６日（日）１０時３０分～１７時 

※室蘭登別たたらの会関係行事のみ紹介 

・基調講演 「あなたの知らない製鉄の世界 
～古代製鉄から近代製鉄まで～」 

時間 １３時～１４時３０分 

講師 室蘭登別たたらの会 代表 石崎 勝男氏 

会場 室蘭市市民会館  会議室 

定員 １５０人（先着順） 

申込方法 氏名、電話番号、メールアドレス、バスツ

アー参加の有無を記載の上、ハガキまたは

メールで 

〒051-8511 室蘭市幸町 1-2  

室蘭市経済部観光課 

「炭鉄港フォーラム応募係」 

✉kankou@city.muroran.lg.jp 

○たたら製鉄及び鍛造 実験＆体験 
 自由に見学、参加できます。 
  時間 ９時３０分～  火入れ 
    １１時～    各種実験＆体験開始 
    １６時３０分～ 鉧（ケラ）出し披露 
会場 輪西公園 
詳細 TEL ２５-３３２０（市観光課） 

 
 
 

○オカリナ＆ハーモニカコンサート【無料】 
日時 １１月６日（日）１４時 
会場 ＦＫホールディングス 

生涯学習センターきらん 多目的室 
詳細 TEL ０９０-７６４８-１５１２（中居） 
 

 
○室蘭合唱連盟創立７０周年記念 
 第７２回市民文化祭 合唱のつどい 
日時 １１月１２日（土） １４時 
会場 室蘭市市民会館 ホール 
料金 ５００円 
詳細 TEL ０９０-１６４９-７７４４(石塚) 
 

 
○講演会 あおいけあ流ごちゃまぜ社会の作り方 
ごちゃまぜアパート「ノビシロハウス」の謎に迫る！ 
日時 １１月１３日（日）１０時 
会場 室蘭市市民会館 ホール 
料金 一般１,０００円、学生５００円、 

ネット視聴 ２,０００円 
（１申し込みにつき４人まで同時視聴可） 

 チケット取扱 ゴチャマーゼ（中島町）、室工大カ
フェ TENTO（水元町）、ぷらっと。
てついち、観光協会ほか 

  ※ネット視聴希望の方は下記 URL からアクセス 
URL  https://gochamaze2022.peatix.com/ 
詳細 TEL ８４-９７８３（細川） 

✉otagaisaron@juno.ocn.ne.jp 

 

 
○壊れたおもちゃの修理【無料】 
 修理内容により、部品代がかかることがあります。 

 
詳細 TEL ０９０-１６４４-０５４３（岡本） 

 

 
○アロマを楽しむ会～美肌のアロマ～ 

美肌にアロマも大活躍、化粧水を作ります。 
日時 １１月１５日（火）１０時～１１時 
会場 ツケダ薬局本店 2 階（中島町） 
定員 ５人（先着順） 
料金 ２,０００円（アロマオイル等材料費） 
詳細 TEL ０９０-１５２２-７８４０（松浦） 

✉aromacosme2016@gmail.com 

日 時 会 場 

１１月１３日（日）  
１１時～１５時 

ふれあいサロンほっとな～る 
（中島町） 

１１月２７日（日） 
１１時～１５時 

えみらん（DENZAI 環境科学館 
・室蘭市図書館）１階多目的室 

日本野鳥の会  室蘭支部               
部 

西胆振オカリナ＆ハーモニカ協会               
部 

室蘭・登別たたらの会 協力 

手作りコスメとアロマのフランジパニ 

室蘭ウォーキング協会 

おもちゃの病院「中島」 

NPO 法人ごちゃまぜの街をつくる会 

 

室蘭地区民謡連合会 

室蘭合唱連盟 

室蘭文学館の会・室蘭文芸協会 共催  

 

 



 

 
 
○料理講習会「牛乳トーフを作ろう」 

牛乳トーフのフル－ツカップケーキのほか、乳清
を使った鮭とホタテの炊き込みご飯などを作ります。 
日時 １１月１７日（木）１０時～１２時 
会場 ＦＫホールディングス 

生涯学習センターきらん 料理スタジオ 
定員 １５人（先着順）   
料金 ５００円 
持ち物 エプロン・スリッパ、持ち帰りの袋 
申込方法 １１月１０日まで、住所・氏名・電話番号 

を記入し、電話か FAX で 
詳細 TEL・FAX ２３-１５８０（同協会） 

※月・水・金 １０時～１4 時３０分 受付 
 
 

○Ｋirei テラス 講座  
開催日 １１月１９日（土） 

テーマ 
アロマテラピーの
基本 

親子で学ぼう！おうち
でポジティブ性教育 

時間 
１０時～ 
１１時３０分 

１４時～ 
１５時３０分 

対象 ― 
小学５・６年生の子ど
もとその親 

会場 ＦＫホールディングス 
生涯学習センターきらん 研修室 

料金 各３,０００円 
申込方法 前日までに右上の QR コードから 
詳細 TEL ０９０-７１８１-０２３１（小林） 

✉kireilife.muroran@gmail.com 
 
 

○家事家計講習会  
うちのごはんの食べ方は… 
～３人の食費から見えてきたこと～ 

日時 １１月１９日（土） 
１０時３０分～１１時３０分 

会場 ＦＫホールディングス 
生涯学習センターきらん 研修室 

定員 １５人（先着順） 
料金  １００円（資料代） 
申込方法 前日までに電話、または、氏名・電話番 
     号を記入し、メールで 
詳細 TEL ４５-０６０５（同会） 

✉murotomo1@outlook.com 
 

 
○映画「もったいないキッチン」上映会 
 フードロスについてのワークショップも行います。 
対象 小学５年生以上 
日時 １１月１９日（土） １８時～２０時 
会場 はちどり石蔵（中央町２-８-１２） 
定員 １５人（先着順） 
料金 一般１,０００円、大学生８００円、 

高校生以下５００円 
申込方法 前日までに参加日時、氏名、人数、 

電話番号を記入しメールで 
詳細 TEL ０８０-３２６２-０７５０（宮手） 

✉hachidori2011@hotmail.co.jp 

 
 
○第７２回市民文化祭 
室蘭音楽協会市民オーケストラ演奏会 
日時 １１月１９日（土） １６時 
会場 室ガス文化センター 大ホール 
料金 一般１,０００円、学生５００円 
   （当日券プラス５００円） 
チケット取扱 エルム楽器（中島町）ほか 
詳細 TEL ０９０-２０５２-２３７８(赤石) 

 
 
○がん治療を行っている人のための 
 レンタルウイッグ相談会とタオル帽子講習会 
日時 １１月２０日（日）１０時～１４時３０分 
会場 ＦＫホールディングス 

生涯学習センターきらん 小会議室１ 
料金 講習会 １,０００円 (材料費込み) 

レンタルウイッグ ５,０００円 (年間） 
申込方法 いずれも事前に電話で 
詳細 TEL ０９０-３３９８-５４３５(久保) 
 

 

○楽しくマジメにまちの未来を語りあうために
～実りある会議をつくるファシリテーション
入門講座 

 日時 １１月２０日（日） 
１３時３０分～１６時４０分 

会場 FK ホールディングス 
生涯学習センターきらん 研修室 

定員 ２０人（先着順） 
料金 ５００円 
申込方法 前日までに電話、または氏名、電話番号

を記入し、メールで 
詳細 TEL ０９０-７５１９-９２３７（三木） 

✉muroran.npo@gmail.com 
 
 

○年賀状幸座（講座）   
日時 １１月２３日（水・祝） 

➀１３時～１５時  ②１５時～１７時 
会場 ＦＫホールディングス 

生涯学習センターきらん 小会議室１ 
定員 各５人 
料金  ２,５００円（道具、テキスト代） 
詳細 TEL ０９０-１３８８-４７１６（兼子） 
 
 

○第３０回定期演奏会【無料】 
 事前に「招待入場券」が必要です。希望者は下記ま
でお問い合わせください。 
日時 １１月２３日（水・祝）１４時 
会場 室ガス文化センター 大ホール 
詳細 TEL ０９０－２６９６－１８１２（事務局） 

※火・木・日 ９時～１７時 受付 
 

 
○源氏物語に親しむ 末摘花～すえつむはな～ 
日時 １１月２５日（金）１３時～１５時 
会場 室蘭市港の文学館 
料金 ５００円（テキスト代含む） 
詳細 TEL ５５-５３６３（増子） 

楽輝己書道場 

 

室蘭消費者協会 

キレイライフ 

源氏物語に親しむ会 

 ホット・ハンドむろらん 

室蘭市民オーケストラ 

室蘭友の会 

ＮＰＯ法人 室蘭NPO支援センター  
 

室蘭ウインドソサエティ 

ＮＰＯ法人 はちどりプロジェクト 

 

 

 

  

 



 

市民活動を頑張っている方にスポットを当て、その活動の魅力を紹介するコーナー。今回は日本の伝統芸能「か

っぽれ踊り」に親しむ「江戸芸かっぽれ室蘭道場」代表の黒瀧伊津子さんにお話を伺いました。 

会のこれまでの活動と黒瀧さんが参加したきっかけは？  

私たち室蘭道場は、平成１３年（２００１年）に当時の代表が札幌から櫻川梅有先生を招いて道場を開いたこと

に始まり、昨年創立２０周年を迎えることができました。これまで演芸会などのステージをはじめ、町内会や福祉

施設の訪問などで日頃の練習の成果を披露してきました。 

私は以前に仙台に住んでいたのですが、習い事の打ち上げ会で女性３人のかっぽれ踊りを観た時に「わぁ、こん

なに素敵な踊芸があるんだ」と思ったのが最初の出会いでした。機会があったらやってみたいと思っていたところ、

室蘭でこの道場があると知り、参加して今日に至っています。 

かっぽれ踊りとは？ 

 かっぽれ踊りとは、江戸末期（天保年間）に大阪の住吉大社のお田植え神事で奉納された「住吉踊り」が起源で、

幕末には江戸の浅草で披露されるなど、大道芸として全国に知られていく中で今の形ができていったと言われてい

ます。宴会でのかくし芸など、庶民的な伝統芸能としてどなたでも気軽に始められる踊りだと思いますし、また、

曲にもよりますが、片足で回転したり膝を伸ばして見得を切る動作など、リズミカルに踊るところから「和風エア

ロビクス」とも言われていて、少し汗をかく運動にもなり健康維持に役立っていると思いますよ。男仕立ての着物、

角帯に派手なステテコ、頭には豆絞りをキュッと結んで襷（たすき）を掛ける衣装で、江戸時代からの端唄などに

合わせて「ヨーイ、オイトナ♪」っと踊るので、普段の生活とは全く違う空間を味わえるのが何よりの魅力ですね。 

市民活動ミュージアムでもご披露されますね！ 

 この数年、コロナ禍で外で踊りを披露するということが無かった 

ことから、今回、市民活動ミュージアムでの発表の機会に恵まれ、 

会員一同、練習にも力が入っています。１１月１３日（日）午後２ 

時５０分から踊る予定ですのでぜひご覧ください！ 

今後の活動に向けて PRをどうぞ！ 

昨年の１０月に道場創立２０周年を記念した「おさらい会」はコロ 

ナ禍ということで、一般にはお知らせすることなく、会員の家族や関 

係者という小規模で開催したのですが、節目のお祝いができて安心し 

ています。コロナ禍が落ち着きましたら、また以前のように各施設への訪問や演芸会、お祭りなどに参加したいと

思っています。また、毎年ゴールデンウイークには、登別伊達時代村で大道芸パフォーマンスとしてかっぽれ踊り

を披露しているのですが、そうした活動も引き続き行っていきたいと思っています。 

 日頃のお稽古ですが、胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）２階和室で、毎月第２火曜日は９時３０分

から１１時３０分まで、第４火曜日は午後１時から３時まで練習しています。 

見学は随時大歓迎ですので、興味のある方はお気軽にお尋ねください。 

あなたも私たちと一緒にかっぽれ踊り、踊ってみませんか！ 

活セン HP    

二次元バーコード 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

江戸芸かっぽれ室蘭道場 

代表 黒瀧 伊津子さん 

 

室蘭市市民活動センター 
登録団体の情報発信や講座開催、打ち合わせに

利用できるほか市民活動に関する展示や資料の作

成などにも利用できる市民活動の拠点です。 

開館時間 平 日  ９時～21 時   

土曜日  ９時～17 時  

（日・祝日・年末年始は休館） 

所在地  〒050-0074 室蘭市中島町２-22-1 

(FK ホールディングス生涯学習センター きらん２階) 

電 話  0143-83-7751   

F A X  0143-83-7335  

 メール  katsudo@kujiran.net 

ＵＲＬ  http://www.kujiran.net/katsudo  

活センスタッフ 
今月のつぶやき 

大学から大学院に進み、気づ

いたら６年も住んでいた室蘭

での生活も終わりに近づきつ

つあります。１１月の市民活動

ミュージアムが私にとって最

後の大仕事となります！精一

杯頑張りますので、皆さまも盛

り上がっていきましょう！     

（た） 

 

衣
装
に
着
替
え
、
練
習
前
の
メ
ン
バ
ー

の
皆
さ
ん
（
右
下
・
黒
瀧
代
表
） 

 

江戸芸かっぽれ室蘭道場 
連絡先：５７-５７７２（黒瀧） 

 


