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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。
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ふくろう文庫ミニ特別展
「唐絵手鑑 筆耕園 (からえてかがみ ひっこうえん )」
（室町時代以降の中国絵画を集め、貼り付けたとされる60図を収蔵）
10:00   図書館本館　　　　　　　《詳細》☎22－１６５８（同館)

市民文化祭  菊花展覧会
  9:30　文化センター　　    《詳細》☎0142－24－1266(宍戸)

明治大正少年少女合唱団  創立35周年記念演奏会

14 : 00  市民会館    　　　　　　　《詳細》☎55－5786(坂田)

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

市民文化祭  バレエコンサート
（伊藤まゆみバレエ研究所、緑ヶ丘バレエ研究所）
14:00　文化センター《詳細》☎44－6556(伊藤まゆみバレエ研究所)

小・中・ろう学校  造形展
  9:00　イオン室蘭店   《詳細》☎44－3758(桜蘭中学校･佐藤)

市民文化祭  市民邦楽・芸能祭
13:00　文化センター　　　　 《詳細》☎23－9535(文化連盟)

ヤマハ  アンサンブルコンサート2013
13:00、16：00　市民会館    《詳細》☎44－1156(エルム楽器)

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》☎090－9325－3989(円山) 

市民俳句大会・生徒俳句大会
13:30　ホテルサンルート室蘭 《詳細》☎080－2053－0151(進藤) 

室蘭ウオーキング協会  すこやかラストウオーク
落ち葉踏む  測量山の巨樹・大木を見よう
  9:00　中央町小公園集合　　　　 《詳細》☎44－1493(今野)

子育て支援プロジェクト  あいぽこ in 室蘭
（アンパンマンショーや読み聞かせなど）
10:00､ 15：00　市民会館  《詳細》☎０8０－3235－8983(山口)

ブラザーブラザー室蘭公演

19: 00　文化センター 《詳細》☎44－9922(室蘭音楽文化協会)

アフタヌーンクラシック  歌とピアノのコンサート
15：00　ＮＨＫプラザミュー  《詳細》☎080－5195－7583(高橋)

学校茶道茶会 （裏千家淡交会室蘭支部 学校茶道連絡協議会）
10:00　モルエ中島　　　　　　  《詳細》☎22－6438(菊地)

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)

母恋駅を愛する会  中居家ご家族による楽しい音楽会
13: 30　母恋駅　　　　 《詳細》☎090－8636－1960(久保田)

手織り教室展（生活小物など）
10:00　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎88－0797(田中)

アナタ・ボリビア（ボリビア音楽）
18:30　文化センター 《詳細》☎011－642－5601(民主音楽協会)

ひとり箏(こと)ミニコンサート
13:00　鮨たかはし（中島町）　　《詳細》☎45－8424(髙橋)

掛川源一郎  写真展「風土と共に」
10: 00　市民美術館　　　　　　　《詳細》☎22－1124(同館)

秋冬あみもの作品展
10: 00　蘭西ギャラリー　　　　　《詳細》☎24－5818(根本)

むろらん I T勉強会 （ビデオ作品づくり）
13:30　中小企業センター   　　   《詳細》☎83－6662(鳥山)

スイートビーズアクセサリー展
10：30　市民会館　　　　  《詳細》☎090－1380－6551 (山口)

映画「カルテット！人生のオペラハウス」上映会
14:30、18:30  市民会館 《詳細》☎090－9750－0620 (堀岡)

市民文化祭  趣味の作品展
10：00　文化センター  　　   《詳細》☎23－9535(文化連盟）

地球岬・満月の会  満月鑑賞会
日の入り…16：13、月の出…16：46、月の見ごろ11/17～19
　　　　 地球岬展望台　    《詳細》☎090－3116－1103(池野)

新成会支部展&サークルらいらっく （油彩とパステル）
10：00　イオン室蘭店　　　 　　 《詳細》☎45－6424 (田村）

健康講座  仲間と一緒なら楽しくできる！元気になれる！
  13: 30　清水町会館　　　　　　  《詳細》☎22－3576(三留)

健康教室 （インフルエンザの予防・成年後見制度）
  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)

健康教室 （高齢者と薬）
  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)

ハンドメイド展 （布、レース、ビーズ）
10：00　住まいのウチイケ モデルハウス内（八丁平5-44-5）
　　　　　　　　　　　　　　　   《詳細》☎55－2722 (鈴木)

有料

有料

室蘭工業大学の留学生による懇話会
13 : 00　 ＮＨＫプラザミュー 　　　《詳細》☎23－6600（福島)

室蘭地区民謡連合会  年代別民謡コンクール
10：00　市民会館　　　　《詳細》☎090－9437－0940 (木村)

北海道福祉教育専門学校・北斗文化学園インター
ナショナル調理技術専門学校  合同学校祭
10：00　同校（母恋北町）　　　　《詳細》☎22－7711（同校)

室蘭蘭友会  講習会 （ランの種類別越冬対策）
14:30　ＮＨＫプラザミュー　　   《詳細》☎23－2440 (佐藤)

健康相談会 （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)

北海道現代具象展 （油彩、水彩、日本画）
10:00　市民美術館  　　　　　   《詳細》☎22－1124(同館)

市民文化祭  市民オーケストラ演奏会
15: 00　文化センター     　　   　 《詳細》☎47－2313 (立木)

翔陽中学校ジャズバンド部  定期演奏会
14：00　文化センター　  　    《詳細》☎41－0701 (同校・武石)

武術太極拳連盟交流会 （集団演武、個人演武）
12：30　市体育館  　  　　　　　　 《詳細》☎43－3008 (赤神)

オカリナ＆ハーモニカ  音楽の祭典
13：00　市民会館  　  　　　　　　 《詳細》☎45－7702 (越前)

森田哲隆  チャリティー絵画展
10：00　イオン室蘭店  　　　　　 《詳細》☎27－5127 (森田)

リトルピアノコンサート
15: 00　市民会館　   　　　　　  《詳細》☎45－0669（神野)

室蘭工業大学管弦楽団  定期演奏会
14: 00　市民会館　   　　　《詳細》☎090－5981－8744 (荒)

中野美砂子  画歴10年と古希記念展 （油彩、デッサン画）
10:00   市民美術館　　　　 　　 《詳細》☎22－1124(同館)
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