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ほかのページに掲載している催しもあります。日程・内容は変更になる場合があります。

「風たちのアリア」坪川拓史映画監督 全作品上映会室蘭グラウンドゴルフ協会 交流大会　    

8:30　中島公園野球場　　　　　　《詳細》☎43－6130(井山)

日 行　　　　　　事 日 行　　　　　　事
伊藤 正 展 （油彩、素描など）
10:00　市民美術館　　　　　 　 《詳細》☎22－1124（同館）

～ 7/22 ㈰

室蘭工業大学サークル主催　　　　　
ビブリオバトル in 中島商店会コンソーシアム（観戦）
（おすすめ書籍の魅力を紹介し、一番読みたくなった本に投票）
13:00　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
　　　　                              《詳細》☎50－6611（同サロン）

※用具はあります。

10:00　16日は11:30 まで
　　　　図書館本館　　　　         　《詳細》☎22－1658(同館)

ふくろう文庫ミニ特別展 「高松宮御蔵御手鑑」
（名家の名筆を集めた国宝の書道手本の複製）

ぎょぞう  お　て　かがみ

オレンジレンジ ライブツアー
18:30　文化センター　《詳細》☎44－9922(室蘭音楽文化協会)

芥川賞作家 三浦清宏の多彩な世界 パネル展
～未知なるものへの憧れ～
10:00　港の文学館　　　　　　　 《詳細》☎22－1501（同館）

5/27 ㈰
～平成25年
2/23 ㈯

新北海道美術協会 室蘭支部展 （油彩、水彩)
10:00　市民美術館　　　　　 　　《詳細》☎22－1124（同館）

5/30㈬
～6/３㈰

蘭岳コンサート

14:30　室蘭工業大学 大学会館　
　　　　　　　       《詳細》☎46－5024(同大学 企画･評価室)

柳家三之助落語独演会 三之助をみたかい in 室蘭
18:00　ほしのおくりもの (東町)    《詳細》☎45－1690（同店)

有料

有料

有料

有料

有料

有料
3㈰

6㈬

8㈮
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10㈰

13㈬

２㈯

円山真麗子 室内楽シリーズ
（フルート､バイオリン､ビオラ､チェロによるカルテット演奏）
14:00　ＮＨＫプラザミュー　　    《詳細》☎83－4115(円山)

エレクトーンステージ2012
14:00　市民会館  　　　　 《詳細》☎44－1156(エルム楽器)

17:30　文化センター
                         《詳細》☎22－5094(同実行委員会)

三市合同文化事業
劇団四季ミュージカル「赤毛のアン」 

室蘭美術協会企画展　信岡成子・画業50年展 
(油彩、風景画)
10:00　市民美術館　　　　　      《詳細》☎22－1124（同館）

綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ
中高年に愛をこめて

５㈫ 
～ 10 ㈰

12 ㈫ 
～ 17 ㈰

18:30　文化センター 《詳細》☎44－9922(室蘭音楽文化協会)

7㈭･ 9 ㈯
14 ㈭･16 ㈯
21 ㈭･23 ㈯

映画「エンディングノート」上映会
14:30　18:30
　　　　市民会館　　　　　《詳細》☎090－9750－0620(堀岡)

母恋駅を愛する会 童謡をみんなで楽しくうたう会
13:30　母恋駅  　　　　    　　　  《詳細》☎23－3801(仁岸)

緑寿会 春季盆栽展
10:00　市民会館　　　　　　　　《詳細》☎46－3412(砂金)

すこやかクリーンウオーク ｢ビオトープと鳴り砂の浜｣ 
９:00集合　輪西公園　　　　　　　《詳細》☎44－1493(今野)

有料

有料

有料

有料

有料アマチュアバンド ライブコンサート
13:30　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎41－4243(亀山)

オールディーズ ライブ2012 
15:00　文化センター　　　《詳細》☎090－8895－8205(佐藤)

室蘭東翔高等学校吹奏楽団 定期演奏会
15:00　市民会館　　　　　　《詳細》☎44－3312 (同校・荒橋)

９㈯
10㈰

写真道展 室蘭巡回展
10:00　市民美術館　　　　　　　《詳細》☎22－1124（同館）

健康教室 お話「食中毒 予防対策」と健康体操
13:30　ふれあいサロンよってけ浜町
　　　　　　《詳細》☎24－2112(地域包括支援センター母恋)

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

13:00　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
　　　　                              《詳細》☎50－6611（同サロン）

ふれあいサロンお元気講座　健康管理で介護予防
～高血圧と塩分について～

(菅原正浩:サクソフォン､菅原蘭子:クラリネット､中村瞳:ピアノ) 

14 ㈭

15 ㈮

コーラス ジョイント コンサート  in  室蘭

(室蘭栄高校､伊達緑丘高校､登別明日中等教育学校による合唱)
16 :30　市民会館　　     《詳細》☎44－3128(室蘭栄高・廣原)

仙助流南京玉すだれ保存会
北海道支部結成20周年記念公演
14:00　市民会館　　　　  　　　　《詳細》☎45－8461(芝垣)

有料

有料

有料市民音楽祭
合唱の部 16日15:30、　器楽の部 17日13:00
文化センター　　 《詳細》☎23－9535(室蘭文化連盟)

歌謡フェスティバル
12:00　市民会館　　　　 《詳細》☎46－1817(井上)

ハーモニカコンサート
14:00　ＮＨＫプラザミュー　　　 《詳細》☎43－8430(髙木)

不思議な花倶楽部 押し花＆ポーセラーツ展示会
10:00　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎22－8982(本間)

室蘭寄席
14:00　ほしのおくりもの (東町)　《詳細》☎45－1690（同店)

室蘭さつき盆養会 さつき花季展示会
22 日 13:00、　23・24日 10:00
　　　市民会館　　　  　　 　《詳細》☎090－3391－7402 (今)

※赤フン行列は22日19:00、シャンシャン共和国の前夜祭で開催。
23日 12:00、　24日 10:00
　　　明徳寮（水元町）　　　　 　《詳細》☎43－0065（明徳寮）

室蘭工業大学　明徳祭（露店、エスパー伊東ショーなど）

NPO法人ワニワニクラブの仲間達の会 フリーマーケット
13:00　ワニワニクラブ (ぷらっと・てついち内)　
　　　　　　　　　　　　　　　　《詳細》☎41－5811（同会)

守谷弘 「音」の個典14 in　むろらん
 (フルート、ピアノ、合唱：交響合唱曲「室蘭」ほか）
15:00　市民会館　　　  　《詳細》☎86－9193(金谷)

有料

有料

新日鐵室蘭吹奏楽団 定期演奏会
16:00　文化センター
　　　　　　　　　《詳細》☎090－7050－0030(木村)

シャンシャン共和国 建国祭
（フリーマーケット、ステージなど）
10:00　シャンシャン共和国（中島町） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　《詳細》☎44－2196 (斉藤)

東日本大震災チャリティーコンサート
13:30　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
　　　　　　　　　　　　《詳細》☎090－2873－4192（川畑）

円山真麗子 バイオリン・ビオラ・ピアノ発表会
14:00　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎83－4115(円山)

ほくでんファミリーコンサート※整理券が必要。
 (指揮 : 原田幸一郎、管弦楽 : 札幌交響楽団）
18:30　文化センター
　《詳細》☎011－232－5851(ＨＢＣ・同コンサート係)

健康相談会（身長・体重、血圧測定など）
11:00　ふれあいサロンよってけ浜町
                《詳細》☎24－2112(地域包括支援センター母恋)

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

室蘭地区 陶芸協会展
10:00　市民美術館　　　　　　　 《詳細》☎22－1124（同館）

15:00　第１部　映画｢美式天然｣ほか
18:00　第２部　映画｢アリア｣ほか
           

うつくしき  てん ねん
有料

有料

土筆会 書道展
9 :30　ＮＨＫプラザミュー       　《詳細》☎44－9583(三村)

いけばな池坊550年祭“花・夢・きらめき”
大友萬亀子 社中展
10:00　文化センター　　　　      《詳細》☎27－2067(大友)
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※中学生以下は無料。

※中学生以下は無料。

(監督のトークもあります)

※小学生以上が対象。

※高校生以下は無料。

市民会館　 　　　《詳細》☎090－9750－0620(堀岡)

有料アマチュアバンド ライブコンサート
13:30　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎41－4243 (亀山)


