
719 広報むろらん 2017年7月

月7 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
～平成30年
３/３０㈮

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

～３０㈰ 矢元政行展－私の見ていた世界－（油彩）
１０：００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

６/２８㈬ 
～７/２㈰

仲間展

１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２㈰

オールディーズサウンズライブ in らんらん橋（雨天中止）
１３:００ らんらん橋（中島町） 《詳細》☎090ｰ8708ｰ8500（柴原）

いっこく堂スーパーライブ 有料
１４:００　文化センター 《詳細》☎４４ー９９２２（室蘭音楽文化協会）

綜合楽器サマーコンサート（ピアノ発表会）
１４:００　市民会館 《詳細》☎４４ー８７７３（綜合楽器）

 ４㈫
１４㈮
２０㈭

室蘭グラウンド・ゴルフ協会 有料
4日…室蘭市長杯　14日…体験交流会　20日…夏季交歓北海道大会
８:３０　入江運動公園芝生広場ほか 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

４㈫
～９㈰

日曜画家作品展（室蘭・登別・伊達市民から公募した作品）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

 6㈭・ 8㈯
１3㈭・20㈭
22㈯

ふくろう文庫ミニ特別展『宋四家墨蹟選』
（故宮博物院/編集）
１０:００　図書館本館 《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

７㈮ めだかの学校 開校２５年記念例会（合唱）
１２:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎090ｰ2059ｰ9690（小鷹）

７㈮
８㈯

ワニ祭り（ステージ、露店など）
７日１５:００、８日１４:００　輪西7条グリーンモール　

《詳細》☎４３ー５８４６（輪西商店街振興組合）

７㈮
～９㈰

室蘭書道連盟 室蘭書道展
１０:００　文化センター 《詳細》☎５９ー５９１４（恒遠）

７㈮
～１４㈮

縄文文化パネル展　
９:３０（7日は13:00から）
　　　 道の駅｢みたら室蘭」《詳細》☎２４ー９５７２（胆振総合振興局）

８㈯

日本野鳥の会 探鳥会 海鳥とイルカウオッチング 有料
９:００　東町ターミナル集合 ※先着30人。申し込みは電話で。

《詳細》☎43ｰ3752（新山）

母恋駅を愛する会　
「社会を明るくする運動」と「平和の紙芝居」
１３:３０　母恋駅 《詳細》☎090ｰ8636ｰ1960（久保田）

オカリナ サマーコンサート
１４:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４３ー８４３０（髙木）

蘭岳コンサート－クラシック＆ディズニーの世界へ－
（室蘭工業大学管弦楽団の団員）
１５:００　室蘭工業大学大学会館

《詳細》☎４６ー５０１４（同大学総務広報課）

８㈯
９㈰

祝津神社祭典（露店）
９:００　祝津臨海公園（祝津町会館裏）《詳細》☎２７ー３３１３（瓶子）

小橋内稲荷神社祭典・ふるさとこどもまつり（露店）
８日１５:００、９日１１:００ 小橋内１丁目公園《詳細》☎２２ー３４９８（真田）

９㈰

すこやか歴史ウオーク「輪西の昔をたずねる」有料
９:００　輪西公園集合 《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃
１０:３０ イタンキ浜海水浴場集合 《詳細》☎２３ー１０７５（菊地）

室蘭母親大会 講演「自衛隊の海外での本当の役割」
「私が自衛隊の海外派兵を反対する理由」有料
１３:００　胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）

《詳細》☎４３ー４０２８（新日本婦人の会）

NPO法人はちどりプロジェクト×栗城史多 講演会 有料
１４:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ1303ｰ8296（中垣内）

ユミンコ＆小俣彩貴 JAZZらナイト 有料
（劇団ユニットブルージュによるミュージカル、演舞など）　　
１８:３０ ホワイトハウス（中島町1ｰ24ｰ2）　　

《詳細》☎４４ー９５１６（ビューティーサロン・キャンパス）

地球岬・満月の会 満月観賞会 ※催し物はありません。
月の出…１９:０５、日の入り…１９:１５、月の見ごろ…８～10日
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

 ９㈰
２３㈰

猫色ボランティア会室蘭 猫の譲渡会 ※譲渡猫に一部
医療費の負担
　あり。

９日…住まいのウチイケ研修センター（八丁平1ｰ42ｰ15）
２３日…サークルホールＹＯＵ（中島町3ｰ27ｰ20）
１１:００ 《詳細》☎090ｰ6447ｰ7975（芳賀）

日 行　　　　事

１１㈫
よろず劇場とんがらし ※就学前の

　子どもが
　対象。

｢ラーくんのおもしろパネルミュージカル｣ 有料
（パネルシアター、人形劇、腹話術、手遊びなど）
１８:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

１２㈬ 
～１７㈪

染織作家 木村みちよ５０年の歩み「艸滴展」（着物、屏風など）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１４㈮

ＱＣサークル発表大会 有料
９:３０　市民会館 《詳細》☎４４ー７１０７（石合）

室蘭友の会 2017友の会セール
（鍋帽子などの布製品、安心安全な洗剤、新鮮野菜の販売など）
１０:００ 室蘭友の家（東町4ｰ14ｰ7）《詳細》☎45ｰ0605（室蘭友の家）

ふれあいサロンお元気講座　
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）

１４㈮
～１７㈪

室蘭美術協会 会員展2017
１０:００　文化センター 《詳細》☎２４ー１６４３（酒井）

１５㈯

ＯＨオフィス 舞台｢不思議ってステキ！｣ 有料 ※小学生以下
　　が対象。（次々に飛び出す不思議とマジック）

１６:００、１８:３０
　　　 文化センター 《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

北海道言友会例会 有料
１７:３０　障害者福祉総合センター（ぴあ216）

《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

１５㈯
１６㈰

御崎神社祭典（露店）
１５日１６:００、１６日１０:００ 同神社前広場《詳細》☎２２ー２４２５（藤井）

１６㈰
カワイ音楽教室 室蘭地区発表会
１０:３０、１３：３０
　　　 市民会館 《詳細》☎011ｰ231ｰ8674（カワイ音楽教室）

１７㈪

海の日記念 ｢港湾の役割｣パネル展
９:３０　道の駅「みたら室蘭」《詳細》☎２７ー２１０１（室蘭港湾事務所）

ピアノアノア ・エレクトーン発表会
１３：００　市民会館 《詳細》☎８３ー００１２（吉川）

１７㈪
１８㈫

母恋神社祭典（露店）
１７日１２:００、１８日１０:００ 母恋すずらん通り《詳細》☎２２ー４０９５（米田）

１８㈫ 健康講座 認知症と人権
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

１８㈫
～２７㈭

今野貴三夫 ボールペンスケッチ画展
９:３０（18日は１3:００から）
　　　 道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ2814ｰ0025（今野）

２０㈭ 
～２３㈰

星野文昭 絵画展（水彩画、賛助出品者の版画、アクリル画など）
１０:００（20日は１1:００から）
　　　 市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２１㈮
～２３㈰

登別魚拓同好会 魚拓展
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ2878ｰ1892（岡田）

２２㈯ 毎日こどもピアノコンクール 室蘭地区予選 有料
１１:００　市民会館 《詳細》☎４４ー１１５６（エルム楽器）

２２㈯
２３㈰

輪西神社祭典（露店）
２２日１２:００、２３日１０:００　同神社境内《詳細》☎４４ー２１３６（同神社）

２３㈰

表千家室蘭茶道同好会 お茶会（立礼席）有料
１０:００　室蘭プリンスホテル 《詳細》☎２２ー３８８６（内山）

室蘭信用金庫創立100周年記念事業 ※小学生が対象。
　　 （保護者同伴）
　　 先着60人。

ものづくり体験教室
（「スズを溶かしてキーホルダー作り」など）
１０:００　文化センター 《詳細》☎４４ー３３５５（同金庫）

室蘭蘭友会 講習会（ランの出品株を紹介）
１３:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４３ー７２５５（小田桐）

荒木音楽教室ピアノ発表会
１４:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー７３２５（荒木）

２５㈫
～３０㈰

市民文化祭 港の写生会（小中学生の作品）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２８㈮ 源氏物語に親しむ 真木柱～まきばしら～ 有料
１３:００　港の文学館 《詳細》☎５５ー５３６３（増子）

２９㈯ 
３０㈰

ワークショップ（革細工、とんぼ玉、ちりめんなどの手作り体験）有料
同時開催　厚岸産生ガキ販売（天候により入荷しないときは中止）
１０:００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

３０㈰ 茶道裏千家淡交会室蘭支部 港まつり協賛茶会（薄茶席）有料
９:３０　市民会館 《詳細》☎２２ー６４３８（菊地）

３１㈪ 歌謡講座発表会　
１２:００　市民会館 《詳細》☎４６ー１８１７（井上）


