
723 広報むろらん 2017年9月

日 行　　　　事
8/26㈯
～9/3㈰

一期会北海道支部 絵画・写真展 
9:30　道の駅｢みたら室蘭｣ 《詳細》☎090ｰ7653ｰ3851（森田）

8/29㈫
～9/3㈰

日野しげを ちぎり絵作品展（92歳の同氏と介護士との共同作品）
10:00（29日は12:00から）　市民美術館《詳細》☎22ｰ1124（同館）

～9/18㈪ 新収蔵作品展2017（書、工芸、油彩画など新たに収蔵された作品）
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

～10/９㈪ マッチ・コレクション（昭和30～40年代のお店などのマッチ）
10:00　民俗資料館 《詳細》☎59ｰ4922（同館）

～平成30年
3/３０㈮

企画展｢文学をしる・かたる・とどめる｣ｰ今、評論の力をｰ
10:00　港の文学館 《詳細》☎22ｰ1501（同館）

1㈮ 第50回 室蘭市高齢者演芸大会（歌、踊りなど）
13:00　文化センター 《詳細》☎83‐5031（老人クラブ連合会）

２㈯

沖縄・宮古島物産展（もずく・果物など）
10:00　旧室蘭駅舎 《詳細》☎55ｰ7327（板林）

劇団カッパ座公演「つるの おんがえし」有料
13:30　文化センター 《詳細》☎43ｰ8028（室蘭カッパ友の会）

権利擁護セミナー「高齢者虐待の理解と成年後見制度活用法」
１３:３０　製鉄記念室蘭病院がん診療センター

《詳細》☎４１ー３０７６(地域包括支援センター憩)

アンサンブル ヴェルヴ公演 伝わるメロディ有料
14:00　市民会館 《詳細》☎090ｰ3573ｰ3085（伊勢）

２㈯ 
２４㈰

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃
※雨天時は各2日後に順延。

13:00 イタンキ浜海水浴場集合 《詳細》☎23ｰ1075（菊地）

２㈯
～４㈪

第55回小中学生席書大会作品展
10:00　文化センター 《詳細》☎46ｰ2900（八丁平小学校・吉田）

３㈰

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ｰ1989（三國方富樫）

西胆振ハーモニカ協会 ハーモニカコンサート
14:00　NHKプラザミュー 《詳細》☎090ｰ8706ｰ4916（髙木）

 ５㈫
２０㈬

室蘭グラウンド･ゴルフ協会 有料
5日…体験交流会、20日…秋季市民体育大会
8:30　入江運動公園芝生広場 《詳細》☎43ｰ6130（井山）

６㈬
マーガレット一家「笑劇☆紙芝居しばい その1」有料
19:00　青少年研修センター ※小学4年生～高校生が対象。

《詳細》☎43ｰ3790（室蘭子ども劇場）

７㈭
地球岬・満月の会 満月観賞会 ※催しはありません。
月の出…18:42、日の入り…18:01、月の見ごろ6～8日
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

７㈭
～９㈯

うまいもの市（南部煎餅、もろこし、かにめし、りんご酢など16店が出店）
10:00 グリンデパート 《詳細》☎44ｰ1281（同店）

７㈭
～１０㈰

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》☎85ｰ9473（関）

7㈭・ 9㈯
14㈭・21㈭
28㈭・30㈯

ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』
（座右宝刊行会/編集）
10:00　図書館 《詳細》☎22ｰ1658（同館）

８㈮ 北海道大谷室蘭高等学校吹奏楽部 特別公演 有料
18:30　市民会館 《詳細》☎44ｰ5641（同校）

８㈮
～１０㈰

コバルト会・登別水彩クラブ 合同展
10:00 イオン室蘭店 《詳細》☎080ｰ5585ｰ2172（今村）

９㈯

母恋駅を愛する会 マリン少年少女合唱団とひとり芝居
13:30　母恋駅 《詳細》☎090ｰ8636ｰ1960（久保田）

ピアノ発表会
16:00　市民会館 《詳細》☎46ｰ3710（大場）

９㈯
１０㈰

香川八幡神社 祭典（露店、獅子舞）
9日10:00 露店、10日14:00 御供獅子舞（市民俗文化財）
　　　 同神社境内 《詳細》☎55ｰ6630（横関）

崎守神社 祭典（露店）
9日16:00、10日10:00　同神社境内 《詳細》☎59ｰ2237（寺山）

１０㈰

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》☎090ｰ7059ｰ3744（小山）

室蘭吹奏楽連盟 野外演奏会（15の吹奏楽団体が参加）※雨天中止。
13:30 だんパラ公園 《詳細》☎090ｰ1309ｰ2213（亀山）

１１㈪ 人体力学体操教室「井本生体」有料※先着女性12人、電話で申し込み。
13:00　市民会館 《詳細》☎43ｰ1136（早坂）

１２㈫
～２４㈰

今野貴三男 ボールペンスケッチ画展
10:00 グリンデパート 《詳細》☎44ｰ1281（同店）

１３㈬
～１８㈪

道展室蘭支部展作家展（油彩、水彩、工芸など）
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

日 行　　　　事

１５㈮

ふれあいサロンお元気講座 ストップ！オレオレ詐欺
13:00　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）

《詳細》☎50ｰ6611（同サロン）

映画『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン世界一優雅な野獣』上映会 有料
14:30、18:30　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

１５㈮
～１７㈰

室蘭市退職校長会こぶしの会 作品展（絵画､書道､写真など）
10:00 イオン室蘭店 《詳細》☎85ｰ4674（佐藤）

１６㈯

日本野鳥の会 探鳥会 有料※雨天時は17日に順延。13日まで申し込み。
8:00　マスイチ展望台駐車場集合《詳細》☎0142ｰ38ｰ2593（福田）

北海道･内モンゴル友好協会 高校生たちの帰国報告会 
13:00　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ2872ｰ9936（伊原）

北海道言友会例会 有料※吃音のある人、保護者、先生などが対象。
17:30　障害者福祉総合センター（ぴあ216）　　　

《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

１６㈯
１７㈰

いろどりマーケット手仕事展（和小物、麻服など）
10:00　市民会館 《詳細》☎090ｰ1380ｰ2257（木田）

本輪西八幡神社 祭典（露店）
16日13:00、17日9:00　
　　　 同神社境内、宮下通り 《詳細》☎55ｰ7217（同神社）

１７㈰

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

有料
12:00　市民会館 

１８㈪
～２０㈬

健康講座 講座案内ポスター展と作品展
11:00　清水町会館 《詳細》☎22ｰ3576（三留）

１８㈪
～２４㈰

熊谷勝と仲間たち 写真展 ｢野の鳥の四季 Vol.11」
9:30（18日は13:00から）
　　　 道の駅｢みたら室蘭｣ 《詳細》☎090ｰ5957ｰ4575（熊谷）

１8㈪
～10/9㈪

撮りフェスin室蘭 作品展（写真）
9:30　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎23ｰ0102（観光協会）

１９㈫
人形劇団京芸「おもしろげきじょう」有料 ※小学3年生

が対象。
以下

18:30　市民会館 
《詳細》☎43ｰ3790（室蘭子ども劇場）

２１㈭
～２４㈰

土と遊ぼう！陶芸教室成果作品展
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

第50回 北海道美術作家協会写真部胆振支部 写真展
10:00（21日は12:00から）  NHKプラザミュー 《詳細》☎23ｰ6787（兼田）

２２㈮ 源氏物語に親しむ 梅枝～うめがえ～ 有料
13:00　港の文学館 《詳細》☎55ｰ5363（増子）

２２㈮
～２４㈰

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

２３㈯
市民会館オープン15周年記念
真貝裕司カスタネットリサイタル 有料
15:00　市民会館 《詳細》☎44ｰ1113（同館）

２３㈯
２４㈰

室蘭コスプレカーニバル2017 有料
10:00　文化センター 《詳細》☎090ｰ2059ｰ0425（西野）

室蘭市民美術館をささえる会 チャリティーバザー
作品即売会（絵画、陶芸、写真、書）、販売（花、野菜、2018カレンダー）
10:00　旧室蘭駅舎 《詳細》☎090ｰ7053ｰ4962（丸山）

２４㈰

西いぶりファーマーズマーケット（地元食材の直販、料理の提供）
10:00　お元気広場（中島町1ｰ30）《詳細》☎83ｰ6854（ナニナニ製菓）

猫色@むろらん 猫の譲渡会※譲渡猫に一部医療費の負担あり。
11:00　住まいのウチイケ研修センター（八丁平1ｰ42ｰ15）

《詳細》☎090ｰ6447ｰ7975（芳賀）

室蘭蘭友会 講習会（カトレア、ファレノプシスの紹介）
13:00　NHK3階会議室 《詳細》☎43ｰ7255（小田桐）

小さな小さな音楽会（ピアノ、エレクトーン、歌）
13:30　市民会館 《詳細》☎23ｰ8434（中川）

２７㈬
～10/29㈰

美術館開館記念特別展 石塚貴羊史作品展（油彩）
10:00　市民美術館 《詳細》☎22ｰ1124（同館）

２９㈮
～10/1㈰

全日本美術協会北海道中央支部展（絵画）
10:00　NHKプラザミュー 《詳細》☎090ｰ2051ｰ6648（松崎）

３０㈯

すこやかネイチャーウオーク「イタンキ丘陵パノラマライン」有料
9:00　輪西公園集合 《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

目指せ！ルーヴル こども絵画コンクール
12:00　文化センター 《詳細》☎44ｰ5486（住友生命・米田）

３０㈯
10/1㈰

室蘭きのこの会 きのこ展示会（1日…きのこ汁販売）
10:00　ぷらっと。てついち
きのこ講演会 10月1日14:00 市民会館 《詳細》☎43ｰ8043（橋本）

月9 他のページに掲載している催しもあります。
日時・内容は、変更になる場合があります。


