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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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有料

市民文化祭  室蘭日本画協会展
10:00　市民美術館　　　　     　 《詳細》☎22－1124(同館)

所蔵作品展「空間表現 墨」－躍動あふれる筆感－ （書）
10:00　市民美術館 　　　　 　　 《詳細》☎22－１124(同館)

ステンドグラス作品展
10:00　内池建設モデルハウス内(東町2-20-10)
　　　　　　　　　　　　　　　   《詳細》☎44－6941(工藤)

道展  室蘭支部展
10:00　市民美術館 　　　　 　　 《詳細》☎22－１124(同館)

室蘭市高齢者演芸大会 （歌、踊りなど）
13 : 00　文化センター　《詳細》☎22－1858(社会福祉協議会）

2013北海道高齢者の集い in室蘭
14:00　市民会館　　　　     　 　《詳細》☎41－0505(伊藤)

レザークラフト作品展とバザー（皮の手づくり作品）
10:00　サンライフ室蘭　　　　　 《詳細》☎45－2788（京極）

室蘭地区民謡連合会  座長芸能まつり
10:00　市民会館　　　　 《詳細》☎090－9437－0940(木村)

高文連室蘭支部  写真展  研究大会
10：00　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎44－3128(室蘭栄高校)

室蘭グラウンド・ゴルフ協会  交流会
 8：40　入江運動公園芝生広場 　　《詳細》☎43－6130(井山)

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17周年記念
マリン少年少女合唱団による合唱
13：30　母恋駅　　　　   《詳細》☎090－8636－1960(久保田)

ピアノ・エレクトーン発表会
16：00　市民会館　　　   　　　　 《詳細》☎46－3710(大場 )

ふれあいサロンお元気講座 （地域包括支援センターについて）
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)

健康教室 （まさかの時の心構え）
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)

日本野鳥の会室蘭支部 探鳥会 （マスイチ浜）

 8 :00　マスイチ浜集合　　　　　《詳細》☎85－9396(堀本)

室蘭ＶＯＸ  演劇「わが町」  室蘭公演
12日 19 :00、13日 14 :00、18 :00
　　　　市民会館　　 《詳細》☎090－1305－8901(同事務局)

市民文化祭  室蘭美術協会  公募展
10：00　市民美術館、文化センター《詳細》☎080－5596－3370(榊)

鈴木昤子門下生  ピアノおさらい会
13:30　文化センター　 　　   　  《詳細》☎86－1989(富樫)

明日葉の会  フランス刺しゅう展示
10：00　グリンデパート　　　　　《詳細》☎44－1281(同店)

劇団風の子「ぼくのなかのぼく」 
19:00　市民会館　　　《詳細》☎43－3790(室蘭子ども劇場)

室蘭市小中学校席書大会　
10:00　文化センター　《詳細》☎23－6001(桜ヶ丘小学校・岸)

池坊胆振中央支部  いけばな池坊展
10：30　ＮＨＫプラザミュー     　 《詳細》☎45－0900(有賀)

いけばな小原流室蘭支部  花の輪・人の輪みんなの花展
10 :00   ＮＨＫプラザミュー　　　 《詳細》☎55－8908（水澤）

発表会～ブレーメンの仲間たち～ （ピアノ、エレクトーン、歌）
10 :00　市民会館　　　　　　  　 《詳細》☎43－0511(小山）

小さな小さな音楽会 （ピアノ、エレクトーン）
12 :30　市民会館　　　　　　  　 《詳細》☎23－8434(中川）

西いぶり食べものワンダーランド
10 :00　ビアキャビン前特設広場（中島町1-5-30）
　　　　　　  　 　　　　  《詳細》☎090－4158－8739(本間）

佐藤しのぶ  歌は祈り
～歌を抱きしめあなたの街へ～ （声楽）
18:30　文化センター《詳細》☎011－642－5601(民主音楽協会)

人形劇団えりっこ「へそどろぼう」

18:30　市民会館　　　《詳細》☎43－3790(室蘭子ども劇場）

ひこばえ日本画展
10:00　市民美術館　　　 　　　 《詳細》☎22－1124(同館）

Dance Studio TIP TOP
（ダンススタジオ  ティップ・トップ） 自主発表会
14：00　文化センター 《詳細》☎080－4500－0143（同スタジオ）

本輪西八幡神社祭典 （露店）
14日 13：00、15日 9：00
      　　 同神社　　　　　　　 《詳細》☎55－7217（同神社）

有料

有料

有料

不思議な花倶楽部  押し花展示発表会
10 :00 　ＮＨＫプラザミュー  《詳細》☎090－1524－2118 (本間)

コール・ハーモニー
ドリームコンサート2013
15:00 　市民会館　　　　 　　　   《詳細》☎55－7374（土屋)

室蘭市退職校長会（こぶしの会）作品展 （絵画、書道など）
10：00　イオン室蘭店　　　　　《詳細》☎45－7920（八木橋)

室蘭蘭友会 講習会 （秋から冬に向けてランの種類別管理）
14：30　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎23－2440（佐藤)

音楽発表会 （ピアノ、エレクトーン）
13：00　市民会館　　　　　　　　《詳細》☎43－6056（山本)

むろらん刀談義
18：30　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎22－7271（ＮＨＫ・眞弓)

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ーる (中島町)
　　　　 　　　　　　　　 《詳細》☎090－2873－4192 (川畑)

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)

道美展  写真部  胆振支部展
26日 12:00、27日～29日 10:00
　　　　 ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎23－6787(兼田)

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図を収載)
10 :00（21日は11 :30まで）
　　　　図書館本館　　　　　　　 《詳細》☎22－1658 (同館)

第10回うまいもの市 （秋田や岩手などから16店が出店）
10：00　グリンデパート 　　　　  《詳細》☎44－1281 (同店)

室蘭市民美術館をささえる会バザー （絵画、書、陶芸作品など）
10：00　市民美術館　　　　 　　  《詳細》☎22－1124 (同館)

市民文化祭 吟道大会
 9：30　文化センター　　　《詳細》☎45－6528 (吟道協議会)

室蘭母親大会
記念講演「『私』を守る　憲法を護（まも）る」
13：00　胆振地方男女平等参画センター
　　　　　　　　 　　　　《詳細》☎43－7653 (同実行委員会)

ミュージックフェスティバル
第1回 山﨑歌謡教室発表会
12：00　市民会館　　　    《詳細》☎090－2873－4672 (山﨑)

映画「アンナ・カレーニナ」上映会
11：00、14：00  市民会館  《詳細》☎090－9750－0620 (堀岡)

講演会「恵庭ＯＬ事件を考える」
18：30　市民会館　　　　　　　   《詳細》☎43－2895 (富盛)

北海道ツアー2013～暁の聲(こえ)～  和太鼓松村組
19：00　文化センター
　　　　　　 《詳細》☎43－2333 (ホテルサンルート室蘭・櫛引)

有料

有料

有料

有料

有料

絵画サークルマーブル展 （油彩、水彩、デッサンなど）
10:00　イオン室蘭店　　　     　 《詳細》☎47－9938(伊藤)

Muroran Rock Festival Zi０N
（ムロランロックフェスティバル ザイオン）
11:00　だんパラ公園　　 《詳細》☎090－6213－6869(石川)

企画展「室蘭消防の歩み」
10:00　民俗資料館　　　   　　　 《詳細》☎５９－4922(同館)

※小学生以上が対象。

※幼児以上が対象。

※中学生以下は無料。

※60歳以上が対象。

※高校生以下は無料。

※申し込みが必要。雨天時は翌日に順延。
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