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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
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お
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か
け
ガ
イ
ド 全道展  室蘭地区作家展（油彩、水彩、版画、工芸）

10：00　市民美術館　　　　　　  《詳細》☎22－1124 (同館)

母恋駅を愛する会  ひょっとこ踊り
13：30　母恋駅　　　　《詳細》☎090－8636－1960 (久保田)

「昭和20年 室蘭」 進駐米軍が写した戦争写真
13：00　イオン室蘭店　 　　　　 《詳細》☎83－1773 (鈴木)

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)

ローズマダー  絵画展（油彩、デッサン）
10:00　NHKプラザミュー　 　　　《詳細》☎43－4834 (星)

むろらん’72サマーコンサート
18：30　文化センター　　 　　　  《詳細》☎23－7754 (立野)

ぶらーりむろらん2人展（古い建物の写真とボールペン画）
 9：30　道の駅「みたら室蘭」 　    《詳細》☎43－5305 (今野)

むろらん裸みこし
18：30　中央町旧アーケード街　  《詳細》☎22－8211 (舟本)

室蘭八幡宮祭典 （露店）
14日12：00、15日10：00　中央町 《詳細》☎22－8211 (舟本)

白鳥台フェスティバル（露店、ステージ）
9日17：00、10日10：00　白鳥台中央自治商店会駐車場
　　　　　　　　　　　　　　　　《詳細》☎59－4649 (上西)

すこやかウォーク「追直漁港・海の幸育てるＭランド」
  9：00　入江運動公園陸上競技場集合
　　　　　　　　　　　　 《詳細》☎090－3897－2164 (成田)

ヴィーナークランク
吉井真琴門下生によるヴァイオリン発表会　
13：00　文化センター　　 　　　  《詳細》☎44－1475 (清原)

東地区サマーフェスティバル
13日17：00 露店、18：00 子ども盆踊り、19：00 一般盆踊り
14日17：00 露店、18：00 子ども盆踊り、19：00 仮装盆踊り
　　　　イオン室蘭店駐車場　　　《詳細》☎43－4349 (増川)

いま、日鋼争議60年を語り継ぐ集い
（当時の映像記録「幻灯」スライドの上映とお話）
14：00　市民会館　 　　　 　　    《詳細》☎43－2895 (富盛)

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)

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)

地球岬・満月の会  満月鑑賞会
日の入り…18：44、月の出…18：13、月の見ごろ10～12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)

熊野神社祭典 （露店）
30日18：00、31日9：00
　　　    水元町うぐいす公園 　　 《詳細》☎43－0855 (星野)

いけばな池坊巡回講座
10：00　市民会館　　　　　　　  《詳細》☎27－2067 (大友)

高文連室蘭支部  美術展・研究大会
  9：30　文化センター  　《詳細》☎44－4783 (室蘭東翔高校)

室蘭版画の会展
10：00　(26日は13：00から)
　　　　市民美術館　　　　　　  《詳細》☎22－1124 (同館)

測量山桜ロード  夏の草刈りに参加しよう
  9：30   唐松平　　　　　　　　  《詳細》☎43－8855 (池田)

室蘭アートダンス協会
ダンスコレクション2014
14：00　文化センター　　　《詳細》☎080－4500－0143 (佐藤)

劇団カッパ座「しらゆきひめ」
13：30　文化センター
　　　　　  《詳細》☎23－1415 (室蘭カッパ友の会西事務所)

ふくろう文庫ミニ特別展 「大日本物産図会 浮世絵集成」
（日本各地の物産を描いた錦絵）
10：00   (23日は11：30まで)
　　　　図書館本館　　　　　　  《詳細》☎22－1658 (同館)

写真展「野の鳥の四季 vol.８」
10：00   (28日は13：00から）
　　　　NHKプラザミュー　  　  《詳細》☎24－3423 (熊谷)

アンサンブルヴェルヴ室蘭公演
～クラシック音楽と映画音楽の世界へ～
18：30   市民会館 　　　  《詳細》☎090－3573－3085 (伊勢)

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

映画「大統領の執事の涙」上映会
14：30、18：30   市民会館 《詳細》☎090－9750－0620 (堀岡)

サウザンドパワーライブ（オカリナ演奏）
12：30　ぴあ216 　　　　《詳細》☎090－7648－1512 (中居)

御傘山神社祭典 （露店）
2日12：00、3日10：00　御前水公園(御前水町会館裏)
　　　　　　　　　 　　　　　  《詳細》☎22－3909 (同神社)

陣屋稲荷神社祭典 （露店）
2日13：00、3日11：00
　　　　陣屋町会館周辺　 　　  　 《詳細》☎59－6870 (濱野)

輪西稲荷神社祭典 （露店）
2日17：00、3日10：00　
　　　　同神社　　 　　　 《詳細》☎090－6442－1511 (小林)

中嶋神社祭典 （露店）
4日15：00、5日9：00　同神社   《詳細》☎45－5800 (同神社)

有料

有料

有料

有料
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有料

有料

有料

演歌まつり  福田こうへいコンサート
14：00　文化センター
　　　　　 《詳細》☎011－775－6252（イベントセンターヒット)

北海道美術作家協会写真部胆振支部展
10：00 （21日は12：00から）
　　　　 NHKプラザミュー 　　　 《詳細》☎23－6787（兼田)

ウエストサマーフェスティバル
16日11：00 露店、18：00 子ども盆踊り、19：00 一般盆踊り
17日10：00 露店、18：00 子ども盆踊り、19：00 仮装盆踊り
　　　　 東室蘭駅西口広場
　　　　　　　　　《詳細》☎43－4869 (オノデラ西口店・川村)

お元気講座 （お薬を安心して購入するために）
13：00　ふれあいサロンほっとな～る
　　　　　　　　　　　　　　 《詳細》☎50－6611 (同サロン)

手づくりショップ （和小物・ビーズアクセサリーなど）
10：00　グリンデパート　 　　　  《詳細》☎44－1281 (同店)

室蘭栄高等学校吹奏楽団ＯＢ  奏友会定期演奏会
15：30　市民会館　　　　《詳細》☎080－1865－1185 (上埜)

人権啓発講演会（発達障がいのある子どもと家族への支援）
14：00　市民会館　　　　 《詳細》☎22－5055 (学校教育課)

※催しはありません。

※小学生以下は無料。
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