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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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市所蔵作品展「季節をめぐる作品展」
10: 00　市民美術館　　　　     　 《詳細》☎22－1124(同館)

ふくろう文庫ミニ特別展「平安墨宝」
（書道の基礎を築いた 100 人の名筆を収載）
10:00　22日は12:00まで
　　　　図書館本館　　　　　　　 《詳細》☎22－１６５８（同館)

ジュニアエレクトーンフェスティバル
エレクトーンステージ （コンクール）
14:00　市民会館 　　　　  《詳細》☎４４－1156（エルム楽器）

室蘭グラウンド・ゴルフ協会  交流会
  8:40　高砂３丁目公園　　          《詳細》☎43－６１３０（井山)

道新フォーラム「新幹線で西胆振の未来を」
14:00　市民会館   《詳細》☎22－5163(北海道新聞室蘭支社）

室蘭盆栽会  春季盆栽展
  8:00　旧室蘭駅舎　     　　　　　《詳細》☎23－3790（寺田）

円山真麗子室内楽シリーズ（ビオラなど）
14:00　ＮＨＫプラザミュー　  　  《詳細》☎83-4115（円山）

島津亜矢コンサート
14：00、 18：30　文化センター
　　　　《詳細》☎011－261－9991(トラスト企画クリエート)

室蘭さつき盆養会  さつき花季展示会
14日 13: 00、15・16日 10:00   
　　　　 市民会館　  　　　 《詳細》☎090－3391－7402(今)

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)

ふれあいサロンお元気講座  ～消費者被害にご用心～
13: 00　ふれあいサロンほっとな～る (中島町）
　　　　　　　　　　　　　　　   《詳細》☎50－6611(吉田)

室蘭美術協会企画展  水彩画・油彩画二人展
「デュエット」  竹山幹子・庄内康子
10:00　市民美術館　         　　  《詳細》☎22－1124(同館)

潮風を感じる街並み  －武田 貢 水彩展－
10: 00　市民美術館　　　　　　　《詳細》☎22－1124(同館)

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》☎090－8636－1960(久保田)

映画「王になった男」上映会
11：00、14：00　市民会館  《詳細》☎090－9750－0620(堀岡)

写真道展  室蘭巡回展
11日 12: 00、12日～16日 10:00
            市民美術館               　　《詳細》☎22－1124(同館)

手作りショップ （和小物・陶器など 15店が出店）
10:00   グリンデパート　　　　　 《詳細》☎44－1281（同店）

室蘭ウオーキング協会  すこやか歴史探訪
「宮澤賢治来蘭百年  賢治の見た室蘭」
  9:00　旧室蘭駅舎集合　　　　　《詳細》☎44－1493(今野）

山口一彦写真展「室蘭」 （室蘭の自然や風景）
10:00　市民美術館　　　　　    《詳細》☎22－1124 (同館)

新日鐵住金室蘭吹奏楽団  定期演奏会
16:00　文化センター　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　  《詳細》☎47－2359 (木村)

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）

西胆振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）

地球岬・満月の会  満月鑑賞会
日の入り19:17、月の出18:53、月の見ごろ22～24日
　　　　 地球岬展望台　    《詳細》☎090－3116－1103(池野)

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）

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(清水町2-9-8) 《詳細》☎22－3576(三留)

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

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

有料

有料

室蘭グラウンド・ゴルフ協会  春季市民体育大会
 8 :40 　入江運動公園芝生広場　　《詳細》☎43－6130(井山)

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

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)

大野雄二＆ルパンティックファイブ
ルパンジャズライブ
18：30　文化センター《詳細》☎44－9922（室蘭音楽文化協会)

室蘭工業大学  明徳祭 （露店、よさこい、小島よしおライブなど）

29日 12：00、30日 10:00
　　　　 明徳寮(水元町)　  　     《詳細》☎43－0065(明徳寮)

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

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

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)

有料

有料

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)

木村政子「能面展」 （能面と書）
10：00   市民美術館   　　　　　 《詳細》☎22－1124(同館)

作品展・体験講座フェスティバル （詩吟・ちぎり絵など）
10：00  ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎０１４４－３３－６６５５(尾形)

※高校生以下は無料。

※未就学児は無料。

※催しはありません。

※赤フン行列は 28日 19：00から、シャンシャン共和国で開催

ぼくほう

14 ㈮
～17㈪

14㈮
～16㈰

15㈯
16㈰

～ 2㈰

5/31 ㈮
～2㈰

2㈰

9㈰ 

1 ㈯
2㈰

1㈯･ 6㈭
8㈯･13㈭
20㈭･22㈯
27㈭

4 ㈫
～8/4 ㈰

5㈬
～9㈰

5㈬

7㈮

7㈮
～9㈰

8㈯

11㈫
～16㈰

13㈭

13㈭
27 ㈭

14 ㈮

16 ㈰

18 ㈫

26 ㈬

26 ㈬
～30㈰

28㈮
～30㈰

29㈯
30㈰

30 ㈰

18 ㈫
～23㈰

22㈯

23㈰

24 ㈪

～30㈰


