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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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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)

地震・津波防災講演会 （避難行動について）
11:15　市民会館　  　　   《詳細》☎25－2244 (防災対策課)

室蘭民報  報道写真展
10:00 （2日は12:00から）
　　　　市民美術館 　　　　　　  《詳細》☎22－1124 (同館)

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)

室蘭吹奏楽連盟  野外演奏会
13：30　フェリー埠頭 《詳細》☎25－1000 (室蘭西中学校・菊地)

ザ・リアルグループ  コンサート（アカペラ）
18：30　文化センター 《詳細》☎011－642－5601 (民主音楽協会)

人形芝居ひつじのカンパニー
「あなたがうまれるまで」
18：00　市民会館 　　 《詳細》☎43－3790 (室蘭子ども劇場)

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

映画「あなたを抱きしめる日まで」上映会
14：30、18：30  市民会館《詳細》☎090－9750－0620 (堀岡)

笑福亭鶴笑のパペット落語
18：30　市民会館　　 《詳細》☎43－3790 (室蘭子ども劇場)

画家への道－ 一期会北海道支部展（油彩、水彩、写真）
10：00　NHKプラザミュー　　    《詳細》☎27－5127 (森田)

小さな小さな音楽会（ピアノ、エレクトーン、合唱）
12：00　市民会館　　 　　　　    《詳細》☎23－8434 (中川)

ビブリオバトル世界大会 日本人予選
13：00　室蘭工業大学正門《詳細》☎090－7513－4675 (松田)

ワイズファクトリー  ダンス発表会
13：00　市民会館　　　　《詳細》☎090－5957－4820 (岩城)

健康相談会（体重や血圧の測定など）
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)

いろどりマーケット手仕事展
10：00　市民会館　 　　  《詳細》☎090－1380－2257 (木田)

アイブリー  路上ライブ
14：00　輪西公園　    《詳細》☎84－1662 (FMびゅー・古屋)

室蘭市民美術館をささえる会  バザー
10：00　市民美術館    　　　　　 《詳細》☎22－1124 (同館)

池坊胆振中央会  花に心寄せて「いけ花」展
10：30　NHKプラザミュー　　　 《詳細》☎45－0900 (有賀)

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

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

室蘭市老人クラブ連合会創立50周年記念
全道老人クラブ大会
12：30　文化センター  《詳細》☎83－5031 (社会福祉協議会)

劇団「つぶて」卒業公演  「道」
18：30　市民会館 　　　  《詳細》☎090－8374－1980 (青山)

市民美術館は、特別展の準備のため、9月30日に臨時休館します。

シーウインドジャズオーケストラ  らん蘭コンサート
13：00　らん蘭橋（中島町）《詳細》☎090－8895－8205 (佐藤)

ジュニアオリジナルコンサート
シティコンサートin室蘭2014
16：00　市民会館　    　　 《詳細》☎44－1156 (エルム楽器)

うまいもの市（東北、岐阜県、鹿児島県などから15店が参加）
10：00　グリンデパート　  　　  《詳細》☎44－1281 (同店)

室蘭登別太鼓連盟「ひびきの郷」
和太鼓フェスティバル2014
15：00　文化センター《詳細》☎43－2333 (サンルート室蘭・櫛引)

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》☎22－1303 (高丸)

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

ミスター・ミスター ライブツアー2014in室蘭
18：30　市民会館　　　　　　　  《詳細》☎83－4645 (小野)

ニット市場（手編み作品の展示）
10：00　ふれあいサロンよってけ浜町
　　　　　　　　　　　   《詳細》☎090－2872－2080 (木村)

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)

沖縄・宮古島物産展（黒糖・果物・海ぶどうなど）
10：00　旧室蘭駅舎　   　　　 　《詳細》☎55－7327 (板林)

ハーモニカコンサート
13：30　市民会館   　　 　　　　《詳細》☎22－5440 (上田)

室蘭地区民謡連合会  年代別民謡コンクール
10：00　市民会館   　　   《詳細》☎090－9437－0940 (木村)

鈴木昤子門下生  ピアノおさらい会
13：00　文化センター　　　　　  《詳細》☎86－1989 (富樫)

健康教室（介護保険の施設について）
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)

ぶらーり室蘭二人展 「むろらん・もう一つの風物詩」
（写真とボールペンスケッチ）
10：00　グリンデパート  　　　　《詳細》☎44－1281 (同店)

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

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)

2014北海道のうたごえ祭典in室蘭
13日12：00、14日12：30
　　　　文化センター　　《詳細》☎090－3114－4556 (合田)

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

母恋駅を愛する会  今清子 一人芝居と女流講談
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》☎46－2138(工藤)

お元気講座（認知症対策を中心とした地域づくり）
13：00　ふれあいサロンほっとな～る《詳細》☎50－6611 (同サロン)

室蘭市小中学校席書大会
10：00　文化センター 《詳細》☎42－2001 (旭ヶ丘小学校・工藤)

すこやか歴史ウォーク「室蘭開拓時代」
  9：00　中島公園野球場集合《詳細》☎090－3897－2164 (成田)

ふくろう文庫ミニ特別展
「大日本物産図会 浮世絵集成」（一立斎広重/画）
10：00　(27日は11：30まで）
　　　   図書館本館　　　　　　  《詳細》☎22－1658 (同館)

橋の在る港町写真展
  9：30　道の駅「みたら室蘭」《詳細》☎090－9524－7755 (関)

映画「世界の果ての通学路」上映会
11：00、13：30   市民会館《詳細》☎090－9750－0620 (堀岡)

室蘭市老人クラブ連合会  高齢者演芸大会
13：00　文化センター  《詳細》☎83－5031 (社会福祉協議会)

室蘭グラウンドゴルフ協会  交流会・秋季市民体育大会
  8:40　3日交流会、17日秋季市民体育大会
　　　　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)
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日本野鳥の会室蘭支部  探鳥会
（申し込みが必要、雨天時は翌日に順延）
  8：00　マスイチ浜　　 　　　　  《詳細》☎22－5755 (森田)

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

地球岬・満月の会  十五夜鑑賞会
日の入り…18：00、月の出…17：15、月の見ごろ…7～9日
　　　　 地球岬展望台　    《詳細》☎090－3116－1103 (池野)

※催しはありません。

※小学校4年生までの
　親子が対象。
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