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小学校第３・４学年社会科副読本

わたしたちの室蘭

　　かたかなの「ロ」を６こでまわりをかこんで「ムロ」とし、中に
「らん」の花を図案化して入れた。（昭和１１年４月１３日制定）

室蘭市教育委員会

〈市章〉



室　蘭　市　民　憲　章

　わたしたちは、白鳥湾の美しい自然のなか
で、たくましく発展している港湾と商工業の
まち、室蘭の市民です。
　わたしたちは、このまちを愛し、市民であ
ることに、誇りと、責任をもち、さらに、豊
かな未来をめざし、ここに、市民憲章を定め
ます。
１　健康で働き、明るく楽しい家庭をつくり
ます。
１　老人をうやまい、子どもの夢をはぐくみ、
あたたかい心のかようまちをつくります。
１　自然を愛し、環境をととのえ、緑豊かな
まちをつくります。
１　のびゆく港と、産業を育て、未来を開く
希望のまちをつくります。
１　きまりを守り、教養を深め、文化のかお
りあふれるまちをつくります。
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名 誉 市 民
（故）南 條 徳 男（元衆議院議員）
（故）山 中 日露史（元衆議院議員）
（故）徳 中 祐 満（元道議会議員）
（故）熊 谷 綾 雄（元室蘭市長）
（故）栗 林 德 一（元会社社長）
（故）八 木 義 德（作    家）
（故）池 端 清 一（元衆議院議員）

室蘭市の花・木・鳥・魚

ツツジ ナナカマド
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