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他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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北海道大谷室蘭高等学校吹奏楽部  特別公演
　指揮･クラリネット サウロ･ベルティ（ローマ歌劇場）
　ピアノ  藤谷奈緒美
  14: 00　文化センター　　　　　   《詳細》☎85－2970(同校)

写真道展  室蘭巡回展
  10：00　(10日は12：00から)
　　   　 市民美術館　　　　　　  《詳細》☎22－1124(同館)

長嶋有特別展 「長嶋有漫画化計画」 原画とともに
10:00　港の文学館　　　　　　　《詳細》☎22－1501(同館)

北の縄文パネル展 （胆振管内で出土した遺物など）
 9：30　(3日は14:00まで)   道の駅「みたら室蘭」
　　　　　　 《詳細》☎24－0780(胆振総合振興局生活環境課)

室蘭美術協会企画展「会員小品展」 
（水彩・油彩、アクリル、版画、日本画など）
10:00　市民美術館　　　　　　   《詳細》☎22－1124(同館)

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

輝彩会  水彩画展
10：00　（3日は13：00） 市民美術館《詳細》☎22－1124(同館)

健康講座  仲間と一緒なら楽しくできる !元気になれる !
11：30　清水町会館　　　　　　 《詳細》☎23－3761(鈴木)

お元気講座 （地域包括センターの役割）
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)

将棋道場・将棋教室
13：00　文化センター　　 《詳細》☎090－6219－1404 (金田)

映画「ハンナ・アーレント」上映会
14：30、18：30  市民会館 《詳細》☎090－9750－0620(堀岡)

手づくりショップ （和小物や革細工など）
10：00　グリンデパート 　　　　 《詳細》☎44－1281(同店)

母恋駅を愛する会  装道の日常生活のマナーと着装
13：30　母恋駅　　　　 《詳細》☎090－8636－1960(久保田)

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)

写実画家  伊藤正  日々のデッサンから油彩へ
10:00　市民美術館　　　　　　　《詳細》☎22－1124(同館)

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

地球岬・満月の会  満月鑑賞会
日の入り…19：13、月の出…18：53、月の見ごろ12～14日
　　　　 地球岬展望台　    《詳細》☎090－3116－1103(池野)

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)

外食やスイーツを食べたい人と作る人が一緒に
考える食のシンポジウム （病気の人の外食について）
13：30   市民会館　　　　  《詳細》☎24－9844 (室蘭保健所)

室蘭工業大学  明徳祭
（露店、よさこい、おかもとまり・むらせゆういちライブなど）
※赤フン行列は27日20：00からシャンシャン共和国で開催。
28日12：00、29日10：00　　　
　　　　 明徳寮　　　　　　 　《詳細》☎43－0065 (明徳寮)

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)

ふくろう文庫「プレ故宮博物院展」 （書と山水画）
10：00   モルエ中島　　　　　   《詳細》☎22－1658(図書館)

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)

室蘭地区民謡連合会  民謡民舞発表大会
10：00   市民会館　　　　 《詳細》☎090－9437－0940(木村)

池坊室蘭支部青年部花展
10：00   NHKプラザミュー《詳細》☎090－4876－7201(濱塚)

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

エレクトーンステージ2014　
ジュニアエレクトーンフェスティバル2014
  14:00　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（生徒の発表会）
14：00　NHKプラザミュー《詳細》☎090－9325－3989 (円山)

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)

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

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

出前  峠の茶屋 （お茶とお茶菓子の提供）
  13: 00　ふれあいサロンよってけ浜町《詳細》☎24－2710 (森川)

むろらん刀談義
  18: 30　NHKプラザミュー  　　  《詳細》☎22－7271 (眞弓)
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室蘭歌謡同好会  爆笑お笑い大衆演芸
歌謡と津軽三味線
13：00、18：00  市民会館  《詳細》☎090－3776－5175（石山)

室蘭グラウンド・ゴルフ協会  交流会
  8：40　海星学院高校グラウンド   《詳細》☎43－6130（井山)

映画「ひまわり」上映会
～沖縄は忘れない  あの日の空を～
11：00、14：00  市民会館 《詳細》☎43－4028（新日本婦人の会)

栗橋ノリオ  自選展（油彩、アクリル、版画など）
10：00  (24日は13：00から)
　　　　 市民美術館　　　　　　   《詳細》☎22－1124（同館)

市民音楽祭
合唱の部 21日15：30、器楽の部 22日13：00
　　　　 文化センター　　  　 《詳細》☎23－9535（文化連盟)

アサヒ写真展  工藤良助100歳記念写真展
（短歌・書道とのコラボ展）
10：00 （17日は12：00から) 市民美術館 《詳細》☎22－1124(同館)

押し花展示発表会
10：00　NHKプラザミュー  　　   《詳細》☎22－8982(本間)

さつき花季展示会
20日13：00、21日・22日10：00
　　　　 市民会館　　　　　《詳細》☎090－3391－7402(今)

※催しはありません。

※未就学児は無料。

ふくろう文庫ミニ特別展 「一立斎広重 六十余州名所図会」
10 :00　図書館本館　　　　　　　《詳細》☎22－１６５８（同館)
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