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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。

日 行　　　　　　事 日 行　　　　　　事

月
7
お
で
か
け
ガ
イ
ド

室蘭グラウンドゴルフ協会  夏季交歓北海道大会
  8：40　入江多目的・芝生広場　　《詳細》☎43－6130（井山)

猫色ボランティア会・室蘭  猫の譲渡会
10：00　ふれあいサロンよってけ浜町
　　   　　　　　  　　   《詳細》☎070－6604－2275(芳賀)

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)

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

室蘭美術協会会員展
10:00　文化センター　　　 《詳細》☎080－5596－3370(榊)

小橋内稲荷神社  ふるさとこどもまつり （露店）
5日15：00、6日9：30  小橋内1丁目公園《詳細》☎22－3498(真田)

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

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》☎23－3761 (鈴木)

健康教室 （脱水予防について）
13：30　ふれあいサロンよってけ浜町
　　　　　　　　《詳細》☎22－2112 (地域包括センター母恋)

綜合楽器サマーコンサート （ピアノ）
14：00　市民会館　　　　　　　   《詳細》☎44－8773 (藤倉)

日曜画家作品展 （室蘭・登別・伊達市民の公募作品）
10：00　市民美術館　　　　　　　 《詳細》☎22－1124 (同館)

蘭岳コンサート （チェロ : 田澤俊一、 ピアノ : 千葉理恵子）
15：00　室蘭工業大学大学会館   《詳細》☎46－5014 (同大学)

暮らしいきいきあれこれ広場 （体験コーナー、菓子などの販売）
10：00　室蘭友の家(東町4-14-7)  《詳細》☎45－0605(渡辺)

映画「バックコーラスの歌姫たち」上映会
14：30、18：30  市民会館 《詳細》☎090－9750－0620(堀岡)

室蘭書道連盟展
10：00　文化センター　　　　　  《詳細》☎86－7820(金川)

母恋駅を愛する会　
「社会を明るくする運動のお話」と「平和の紙芝居」
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)

地球岬街道夢の森づくりの会  発足5周年記念写真展
11：00　モルエ中島　　　　　  　《詳細》☎24－2710(森川)

室蘭グラウンドゴルフ協会  交流会
  8：40　中島公園野球場　　　　   《詳細》☎43－6130(井山)

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)

地球岬・満月の会  満月鑑賞会
日の入り…19：13、月の出…19：06、月の見ごろ11～13日
　　　　 地球岬展望台　    《詳細》☎090－3116－1103(池野)

健康相談会 （体重や血圧の測定）
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)

海の絵画展
10：00　旧室蘭駅舎　　　　  《詳細》☎23－0102 (観光協会)

毎日こどもピアノコンクール  室蘭地区予選
10：30　市民会館　　　　  《詳細》☎44－1156 (エルム楽器)

表千家室蘭茶道同好会  お茶会
10：00　室蘭プリンスホテル　　  《詳細》☎22－3886 (内山)

茶道裏千家淡交会室蘭支部  港まつり協賛茶会
 9：30　市民会館　  　　　　　　 《詳細》☎27－1891 (谷口)

平和のための戦争写真展 （漫画「はだしのゲン」の原画パネルなど）
10：00　イオン室蘭店　　　　　　《詳細》☎85－9210 (北原)

港の写生会 （小・中学生の作品）
10：00　市民美術館　　　　　　  《詳細》☎22－1124 (同館)

悠久の地にロマンを求めて  －渡邉眞利作品展－ （油彩）
10：00　市民美術館　　　　　　  《詳細》☎22－1124 (同館)

室蘭民謡連合会  室蘭市長杯争奪  民謡決勝大会
13：00   市民会館　　　　　　　  《詳細》☎27－2981 (吉能)

「港湾の役割」パネル展
 9：30　道の駅「みたら室蘭」
　　　　　　　　　　　《詳細》☎27－2101 (室蘭港湾事務所)

手わざ工房の仲間たち作品展 （木工やたたら製鉄など）
 9：30　道の駅「みたら室蘭」　  《詳細》☎22－4844 (大澤)

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   (12日は11：30まで)
　　　　図書館本館　　　　　　  《詳細》☎22－1658(同館)

荒木ピアノ教室  発表会
14：30   市民会館　　　　　　　  《詳細》☎43－7325 (荒木)

室蘭ウォーキング協会  すこやかロード
「ハマエンドウ 鳴り砂の浜」
  9：00　イオン室蘭店屋上駐車場
　　　　　　　　　　　　 《詳細》☎090－3897－2164(成田)

祝津神社祭典（露店）
12日13：00、13日12：00　祝津臨海公園(祝津町会館裏)
　　　　　　　　　　　　　　　　《詳細》☎27－3313 (瓶子)

母恋神社祭典（露店）
17日12：00、18日10：00
　　　　 母恋すずらん通り　　　  《詳細》☎22－4095 (米田)

輪西神社祭典（露店）
19日12：00、20日10：00  同神社《詳細》☎44－2136 (同神社)

御崎神社祭典（露店）
12日17：00、13日11：00
　　　　 同神社前広場　　　  　　《詳細》☎22－2425 (藤井)

室蘭子どもと環境・平和を創る会
スライド「伊達平和の鐘」上映会
13：30　ホテルセピアス　　   　　《詳細》☎23－5262(三浦)

ワニ祭り （露店、ステージなど）
4日15：00、5日14：00　輪西7条グリーンモール
　　　　　　　　　 《詳細》☎43－5846(輪西商店街振興組合)

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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オカリナサマーコンサート
13：30　NHKプラザミュー  　　　《詳細》☎55－6262（中居)

カワイ音楽教室  室蘭地区発表会
10：30、13：30  市民会館   《詳細》☎011－231－8674（塚原)

室蘭子ども劇場
「左手のピアニスト智内威雄 トーク&コンサート」
19：00　市民会館　　　　　　　   《詳細》☎43－3790（本庄)

カントリーフェスタ in 室蘭 （手作り雑貨など）
10：00　市民会館  　　   　《詳細》☎090－8634－8415(野口)

お元気講座 （正しい知識で熱中症を予防しよう！）
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)

日本アマチュア歌謡連盟(NAK)北海道支部連合
歌謡フェスティバル
12：00　市民会館　　　　　　　  《詳細》☎85－4880 (舛甚)

※催しはありません。
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