
719 広報むろらん 2017年10月

月10 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。

日 行　　　　事

～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）

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）

9/２７㈬
～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）

9/２９㈮
～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）

9/３０㈯
10/１㈰

室蘭VOX 演劇 & リーディングワークショップ公演
カクカクシカジカ◎イノウエカクゴロウ 有料
9/30…11:00、17:00　10/1…10:30、14:30
　　　 住まいのウチイケ研修センター（八丁平1ｰ42ｰ15）

《詳細》☎080ｰ4359ｰ0355（庭山）

1㈰

第5回 椎茸収穫祭（生椎茸つめ放題、きのこ汁・乾物販売など）
10:00　むろらんワークセンター岬《詳細》☎22ｰ5671（同センター）

イタンキ浜鳴り砂を守る会 鳴砂海岸清掃※雨天時は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）

市民文化祭 室蘭三曲協会 三曲演奏会（筝・三絃・尺八）
13:30　市民会館 《詳細》☎55ｰ2606（松井）

オカリナアンサンブル「SoLa」コンサート
14:00　港の文学館 《詳細》☎45ｰ1335（大石）

一人芝居 神々の謡 ｰ知里幸恵の自ら歌った謡ｰ 有料
19:00　室蘭聖マタイ教会 《詳細》☎0144ｰ36ｰ1155（吉野）

１㈰
～７㈯

松栄多作 絵画展（油彩、不透明水彩）
10:00 イオン室蘭店 《詳細》☎55ｰ5144（松栄）

３㈫
２５㈬

室蘭グラウンド･ゴルフ協会 有料
3日8:30…体験交流会:入江運動公園芝生広場
25日8:30…秋季会長杯:入江陸上競技場《詳細》☎43ｰ6130（井山）

３㈫
～１０㈫

命のパネル展
9:30　道の駅｢みたら室蘭｣ 《詳細》☎090ｰ3897ｰ7944（小野）

４㈬
６㈮

地球岬・満月の会 十五夜・満月観賞会
4日十五夜…月の出16:41、日の入り17:21 ※チキウ岬灯台の開放。
6日満月……月の出17:53、日の入り17:18 ※催しはありません。
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

5㈭・ 7㈯
12㈭・14㈯
19㈭・26㈭

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）

６㈮ カティア・カルデナルコンサート（ニカラグアの歌姫）有料
18:30　文化センター 《詳細》☎011ｰ642ｰ5601（民主音楽協会）

７㈯

小中ろう学校 合同音楽会
10:00　文化センター 《詳細》☎44ｰ3755（知利別小学校・斎藤）

震災チャリティーバザー
11:00　室蘭キリスト教会グロリアチャペル《詳細》☎44ｰ4675（同教会）

合唱団あすなろうたごえ喫茶 秋を歌いましょう 有料
13:30 白鳥台会館 《詳細》☎86ｰ4643（田中）

プレリュード・コンサート（ピアノ、声楽、管打楽器）有料
16:00　市民会館 

７㈯ 
８㈰

消費生活展2017くらしの広場（展示・体験・試食・販売・防災など）
10:00　旧室蘭駅舎 《詳細》☎23ｰ1580（室蘭消費者協会）

室蘭プラ模愛好会 50周年記念 プラモデル作品展　
10:00　NHKプラザミュー 《詳細》☎86‐7179（宇野）

８㈰
映画『憲法を武器として
～恵庭事件 50年目の知られざる真実～』上映会 有料
11:00、14:00　市民会館 《詳細》☎43ｰ2895（富盛）

９㈪

花柳流燁紫衛会 燁紫衛先生を偲ぶ舞踊の集い 有料
11:00　市民会館 《詳細》☎090ｰ5229ｰ2537（西尾）

室蘭信用金庫創立100周年記念コンサート
ルパン・ジャズライブ 有料
17:30　文化センター 《詳細》☎44ｰ9922（室蘭音楽文化協会）

１１㈬
健康教室～脳の活性化で認知症予防～
13:30　ふれあいサロンよってけ浜町

《詳細》☎24ｰ2112（地域包括支援センター母恋）

１１㈬
～１５㈰

みづゑの会 水彩画展
10:00 イオン室蘭店 《詳細》☎46ｰ3459（松本）

１２㈭
～１５㈰

のばら会 油彩展
10:00　NHKプラザミュー 《詳細》☎46ｰ3747（大築）

手作りショップ（陶器、パッチワーク、ビーズアクセサリーなど15店）
10:00 グリンデパート 《詳細》☎44ｰ1281（同店）

日 行　　　　事

１３㈮
ふれあいサロンお元気講座 体の冬支度（体力チェック、転倒予防）
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）

１３㈮
～１５㈰

市民文化祭 書道連盟展
10:00　文化センター 《詳細》☎59ｰ5914（恒遠）

１４㈯

シルバーフェスティバル（包丁研ぎ、表札書き、陶芸販売など）
9:00　旧室蘭駅舎 《詳細》☎45ｰ8155（シルバー人材センター）

母恋駅を愛する会 いきいき健康教室
13:30　母恋駅 《詳細》☎090ｰ8636ｰ1960（久保田）

ロザリアコーラス 35周年記念コンサート 有料
15:00　市民会館 《詳細》☎59ｰ2384（久米）

１４㈯
１５㈰

市民活動ミュージアム２０１７（市民活動センター登録団体の紹介）
１0:0０ モルエ中島イベントスペース《詳細》☎２５ー７０７０（同センター）

１５㈰

すこやかウオーク「鷲別川源流の林道」有料
9:00　水元うぐいす公園集合 《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

NPO法人ニャン友ねっとわーく 保護猫の譲渡会 ※譲渡猫に医療
　 費の負担あり。10:00　雑貨&シェアスペースミニマム

　　　（中央町2ｰ8ｰ10） 《詳細》☎080ｰ9610ｰ9208（和崎）

市民文化祭 室蘭合唱連盟 合唱のつどい 有料
15:00　市民会館 《詳細》☎59ｰ5493（有賀）

北海道大谷室蘭高等学校吹奏楽部 ※小学生以下は、無料。
第45回定期演奏会 有料
16:30　文化センター 《詳細》☎44ｰ5641（同校・鈴木）

チャリティー・オールディーズミュージックフェスティバル 2017 有料
17:00　蓬　殿 《詳細》☎090ｰ1525ｰ2643（内田）

１７㈫

健康講座 絵手紙を楽しむ ※用具は不要。
13:30　清水町会館 《詳細》☎23ｰ3761（鈴木）

映画『ライオン25年目のただいま』上映会 有料
14:30、18:30　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

１７㈫
～２０㈮

キルトスペース「和空間」手づくりバッグ展Ⅱ
10:00 グリンデパート 《詳細》☎44ｰ1281（同店）

１９㈭
～２２㈰

こども絵画教室アトリエ庵作品展（水彩、油彩、立体造形など）
10:00 イオン室蘭店 《詳細》☎47ｰ9338（岡本）

２０㈮
２１㈯

北海道小品盆栽会・緑寿会合同展示会
10:00　市民会館 《詳細》☎46ｰ3412（砂金）

２０㈮
～２２㈰

港の文学館支援 チャリティーバザー（古本市、手芸、野菜など）
10:00　港の文学館 《詳細》☎22ｰ8982（本間）

２１㈯

悠悠ライフ文化祭（舞踊・カラオケ）  
12:00　市民会館 《詳細》☎45ｰ7082（松浦）

Autumn Concert 有料
（ソプラノ:中森芳恵、メゾソプラノ:松田久美、ピアノ:酒井由美子）
15:30　室蘭キリスト教会グロリアチャペル《詳細》☎090ｰ2694ｰ3743（中森）

２１㈯
２２㈰

MOA美術館 室蘭登別児童作品展
9:00　文化センター 《詳細》☎44ｰ2392（同実行委員会）

２１㈯
～11/15㈬

ウッドランド in グリン 木の乗り物大集合！
10:00 グリンデパート 《詳細》☎44ｰ1281（同店）

２２㈰

たにぞうさんとえほんでわくわくファミリーライブ2017 有料
10:30　市民会館 《詳細》☎011ｰ671ｰ5651（コープさっぽろ）

市民文化祭 室蘭民謡連合会 民謡決勝大会
13:00 ホテルセピアス花壇 《詳細》☎23ｰ2937（岩城）

サウザンドパワーライブ in 室蘭
13:30　オルガンハウス（中央町2ｰ8ｰ11）《詳細》☎55ｰ6262（中居）

２３㈪ 山内惠介 熱唱ライブ2017（演歌）有料
15:00　文化センター 《詳細》☎011ｰ533ｰ7711（エーダッシュ）

２６㈭
～２９㈰

市民文化祭 文化連盟創立40周年･文化センターリニューアル記念
展示･著作部門合同展
10:00　文化センター 《詳細》☎23ｰ9535（同連盟）

２７㈮ 歌で元気！ 北海道歌まつり in 室蘭 有料
13:00　市民会館 《詳細》☎090ｰ1526ｰ1817（井上）

２８㈯
２９㈰

第15回 WAC室蘭 趣味の作品展（編み物、フェルト手芸など）
10:00 イオン室蘭店 《詳細》☎45ｰ2034（岩沢）

２９㈰

市民文化祭 室蘭歌謡連盟 第15回歌謡フェスティバル 有料
12:00　市民会館 《詳細》☎22ｰ7030（田丸）

音楽で笑顔（ギター、フラダンス、歌）
13:00　道の駅｢みたら室蘭｣ 《詳細》☎090ｰ6268ｰ5413（浦野）

室蘭西中学校吹奏楽部 第5回定期演奏会
14:00　文化センター 《詳細》☎25ｰ1000（同校）

和の心にふれる 和布服ファッションショーと室蘭神楽 有料
14:00　市民会館 《詳細》☎22ｰ7406（丹羽）

秋の憲法の集い 講演「日本社会の現状と課題」有料
14:00　胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）

《詳細》☎22ｰ4714（増岡）

17:00　蓬　殿 17:00　蓬　殿 17:00　蓬　殿 


