おでかけガイド

11

月

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

10/29 ㈬ 市民文化祭 室蘭地区陶芸協会 公募展
《詳細》☎22−1124 (同館)
〜11/2 ㈰ 10：00 市民美術館
10/29 ㈬ 掛川源一郎写真展「バチラー八重子の生涯」
〜12/7 ㈰ 10 : 00 市民美術館
《詳細》☎22−1124 (同館)

市民文化祭 菊花展覧会

有料

10：00 市民会館

16 ㈰

※小・中学生は無料。

フリーマーケット ガラクタのみの市

10：00 （1日は12:00から）
住まいのウチイケ研修センター（八丁平1-42-15）
《詳細》☎090−6269−5831 (菅原)

2㈰

16：00 市民会館 《詳細》☎080−5724−7282 (同実行委員会)

港北中学校吹奏楽部 定期演奏会
13：30 市民会館

3㈪

《詳細》☎55−7314 (港北中・舘脇)

市民文化祭 バレエ・コンサート

有料

（伊藤まゆみバレエ研究所、緑ヶ丘バレエ室蘭研究所）
14：00 文化センター
《詳細》☎080−3399−0835 (緑ヶ丘バレエ室蘭研究所)

5㈬
〜7 ㈮
6㈭
〜9 ㈰
7㈮
7㈮
8㈯

10：00 （6日は13：00から）
市民美術館

14：30、18：30

21 ㈮

蘭西ギャラリー

《詳細》☎24−5818 (根本)

《詳細》☎85−4833 (佐々木)

すこやかラストウォーク
「大海原を臨み鷲別海岸を行く」有料

13 ㈭
27 ㈭

9：00 中島公園野球場集合 《詳細》☎090−3897−2164 (成田)

23 ㈰

のばらの会 油彩展
10：00 市民美術館

おはなしやさん 読み聞かせ
10：30 イオン室蘭店

フロアゴルフ体験・交流会
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《詳細》☎22−1124 (同館)

映画「マダム・イン・ニューヨーク」上映会

有料

14：30、18：30 市民会館《詳細》☎090−9750−0620 (堀岡)

《詳細》☎43−3008 (赤神)

三浦清宏「見えない世界と繋がる−我が天人感応」
出版記念 講話会
《詳細》☎22−1501 (同館)

《詳細》☎22−1124 (同館)

《詳細》☎43−6130 (井山)

《詳細》☎090−7648−1512 (中居)

室蘭蘭友会 蘭の育て方の講習会
14：30 NHKプラザミュー

15：00 文化センター

24 ㈪

《詳細》☎23−2440 (佐藤)

25 ㈫

15：00 市民会館

29 ㈯
30 ㈰
30 ㈰

《詳細》☎45−0669 (神野)

杜川リンタロウ「一人で演じる 走れメロス」
19：00 市民会館

※小学 4 年生以上が対象。

《詳細》☎43−3790 (室蘭子ども劇場)

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)

フロアゴルフ体験・交流会
29 ㈯

有料

《詳細》☎47−2313 (立木)

リトル・ピアノコンサート

12：45

地球岬小学校

《詳細》☎43−6130 (井山)

室蘭工業大学管弦楽団 定期演奏会
14：00 市民会館

《詳細》☎43−5912 (吉田)

《詳細》☎27−5127 (森田)

市民文化祭 市民オーケストラ演奏会

13：30 ふれあいサロンよってけ浜町

知利別小学校

10：00 （19日は13：00から）
市民美術館

13：00 市民会館

26 ㈬

健康教室（福祉用具について）

8 : 45

市民文化祭 写真展

オカリナ＆ハーモニカ音楽の祭典

《詳細》☎44−1156 (エルム楽器)

14 ㈮ 市民文化祭 趣味の作品展
《詳細》☎090-7050-6128 (白木)
〜16 ㈰ 10：00 文化センター
15 ㈯

※幼児から小学3年生までの

親子が対象。
18：30 青少年研修センター
《詳細》☎43−3790 (室蘭子ども劇場)

22 ㈯ （内閣総理大臣賞・大衆賞受賞記念）
〜30 ㈰

《詳細》☎24−2112 (地域包括支援センター母恋)

12 ㈬
〜16 ㈰

人形劇団パン「スイミー」

22 ㈯ 熊谷勝写真展「野鳥美を求めて」
〜24 ㈪ 9 : 30 道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎24−3423 (熊谷)

アンサンブルコンサート2014

12 ㈬

《詳細》☎23−3761 (鈴木)

13：00 港の文学館

《詳細》☎090−8636−1960 (久保田)

8㈯
小・中・ろう学校造形展
〜10 ㈪ 9：00 イオン室蘭店
《詳細》☎44−3758 (桜蘭中・佐藤)

13：00 市民会館

13：30 清水町会館

武術太極拳連盟交流会（演武）

《詳細》☎23−0102 (観光協会)

中小企業センター

母恋駅

健康講座 仲間と一緒なら楽しくできる！元気になれる！

10：00 イオン室蘭店

母恋駅を愛する会 中居家ご家族による楽しい音楽会
13：30

《詳細》☎41−0701 (同校・武石)

12：30 市体育館

講演会「集団的自衛権をめぐる諸問題」有料
10：30

《詳細》☎090−9523−3073 (村田)

森田哲隆チャリティー絵画展

秋冬あみもの作品展
10：00

有料

市民会館《詳細》☎090−9750−0620 (堀岡)

13：00 港の文学館

20 ㈭ ふくろう文庫ミニ特別展
22 ㈯ 「大日本物産図会 浮世絵集成」
（一立斎広重/画）
27 ㈭ 10：00 (22日は11：30まで）
29 ㈯
図書館本館
《詳細》☎22−1658 (同館)

《詳細》☎22−1124 (同館)

映画「そこのみにて光輝く」上映会

8：00 旧室蘭駅舎

9㈰

19 ㈬
〜24 ㈪

22 ㈯

ユネスコ写真展

8㈯

18 ㈫

ハンドメイド展（布小物、ビーズアクセサリーなど）
10：00 住まいのウチイケ モデルハウス(八丁平5-44-5)
《詳細》☎55−2722 (鈴木)
墨蘭会 水墨画展

旧三菱合資会社室蘭出張所建屋 99歳誕生祭

14：00 文化センター

14：00 NHKプラザミュー《詳細》☎090−9325−3989 (円山)

ヘブンズゲート（アマチュアロックライブ）有料

有料

《詳細》☎090−9437−0940 (木村)

翔陽中学校ジャズバンド部 定期演奏会

19 ㈬

バイオリン・ビオラ教室発表会

事

室蘭地区民謡連合会 座長芸能まつり

9：30 文化センター 《詳細》☎43−6358 (室蘭菊花同好会)

1㈯
〜3 ㈪

行

《詳細》☎090−9890−5666 (須田)

悠悠ライフ 書道講座作品展
10：00 市民美術館

《詳細》☎22−1124 (同館)

「白鳥の湖」(全幕) バレエ公演

有料

15：00 文化センター
《詳細》☎44−6556 (伊藤まゆみバレエ研究所)

