6

月

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。

行

日

事

２㈰

《詳細》☎0123ｰ34ｰ0664（安田）

１４:３０ 市民会館

５㈬
〜９㈰
５㈬
１３㈭
３０㈰

５㈬
１９㈬

１４㈮

ヤマハエレクトーンフェスティバル ２０１９ 有料
写真道展 巡回展

ノルディックウォーキング

５日…入江運動公園駐車場
３０日…旧室蘭駅舎
９:３０ 各会場に集合

※無料で貸ポールあり。
１３日…日鉄住金野球場駐車場

有料

５日…がんセミナー「肺がんとダヴィンチ手術」
１９日…健康セミナー「きれいに育てたら子どもがかかる病気」
１５:００ 同院がん診療センター
《詳細》☎４７ｰ４４０４
（同院）

（座右宝刊行会/編集）
６㈭・１３㈭ ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』
２７㈭・２９㈯ １０:００ 図書館本館
《詳細》☎２２ｰ１６５８
（同館）

６㈭
２４㈪

室蘭グラウンド・ゴルフ協会

室蘭盆栽会 春季盆栽展
８:００ 旧室蘭駅舎

１３㈭
〜１６㈰

２２㈯
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２８㈮

１０:００ 市民美術館

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

パワーストーンぶらん in 室蘭（パワーストーンの販売）

２９㈯

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

１３
：
００ 同クラブ（ぷらっと。てついち内）
《詳細》☎090ｰ5223ｰ3969（吉田）

室蘭地区民謡連合会 民謡民舞発表大会

１０:００ 市民会館

有料

《詳細》☎090ｰ9585ｰ7711（氏家）

秋山久美子展 −時間に架ける橋−（油彩）
１０:００
（25日は13:00から） 市民美術館《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）
日本の文学を楽しむ会『竹取物語』
〜かぐや姫の昇天〜 有料 要申込

《詳細》☎２２ｰ６９５１
（伊賀）

シャンシャン共和国 シャンビアガーデン

１５:００ 同共和国（中島町）

《詳細》☎４４ｰ２１９６
（斉藤）

華道家元池坊胆振中央会（いけ花展示）

２９㈯
３０㈰

有料

《詳細》☎４４ｰ５０１６
（横尾）

《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）

１３:００ 港の文学館

１０:００ グリンデパート

《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）

室蘭工業大学 明徳祭（露店、お笑いライブなど）

２３日１９:００ 赤フン行列…シャンシャン共和国（中島町）
２４日 9:００ 明徳寮
《詳細》☎４３ｰ００６５
（明徳寮）

室蘭ウォーキング協会
すこやかウオーク新緑の測量山

有料

室蘭美術協会 企画展（油彩・水彩・工芸・彫刻など）

１０:００ 市民美術館

※催しはありません。
月の出…２０:０２、日の入り…１９:１６、月の見ごろ…17日〜19日
地球岬展望台
《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

１ＳＴＹＬＥ（studio NO STYLE ダンス発表会） 有料
１６:３０ 市民会館
《詳細》☎080ｰ1865ｰ8169（押本）

《詳細》☎４４ｰ９９２２
（室蘭音楽文化協会）

吉幾三門下生 はかまだ雪絵 新曲発表会

１８:００ 市民会館

地球岬・満月の会 満月鑑賞会

ワニワニクラブ フリーマーケット

《詳細》☎２３ｰ１０７５
（菊地）

ザ・ブラザース・フォア
60th Anniversary ARIGATO Japan Tour

１３㈭

《詳細》☎２３ｰ３７６１
（鈴木）

室蘭地区陶芸協会展

１９㈬
〜２３㈰

《詳細》☎４４ｰ３３１２
（同校・荒橋）

１３:３０ ふれあいサロンよってけ浜町（中央町）
《詳細》☎２４ｰ２１１２
（地域包括支援センター母恋）

１８:００ 市民会館

オカリナアンサンブル「ＳｏＬａ」街かどコンサート

清水町サロン健康講座 はぴらん体操・健康の秘訣

２５㈫
〜３０㈰

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃

有料

《詳細》☎５０ｰ６２００
（室蘭映画製作応援団）

１３:３０ 清水町会館

室蘭東翔高等学校吹奏楽団 定期演奏会

９日１０:３０、２９日１３:００
イタンキ浜海岸集合

《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）

１３:３０ ふれあいサロンほっとな〜る（中島町）
《詳細》☎45ｰ1335（大石）

２３㈰

健康教室「健康についてのお話」
「あなたの体力年齢は？〜ストレッチ体操と体力測定〜」
１２㈬

１６㈰

夢スター歌謡祭 細川たかし・長山洋子
〜ふたりのビックショー〜 有料

14:00、18:00 室ガス文化センター
《詳細》☎0570ｰ064ｰ724（㈱夢グループ）

９㈰
２９㈯

《詳細》☎４６ｰ３４１２
（砂金）

アートデザイン工房 ルレープミチ（アレンジフラワー展示・販売）

１０:００ グリンデパート

ねこいろ診療室「外猫（ノラ猫）不妊手術の相談・受付」

１５:００ 市民会館

有料

《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

１０:００ 市民会館

１３:３０ 市民会館

《詳細》☎２３ｰ３７９０
（寺田）

１４:００ 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）

９㈰

映画『ねことじいちゃん』上映会

１４:３０ 市民会館

映画『モルエラニの霧の中』完成試写会

１３:００ 胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）
《詳細》☎８５ｰ９５０８
（浅野）

《詳細》☎２３ｰ３８０１
（仁岸）

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

１０:００ グリンデパート

１８㈫

母恋駅を愛する会
（歌と演奏）
ボランティア訪問演奏「ガチョン４９・バンド」

《詳細》☎５０ｰ６６１１
（同サロン）

緑寿会 春季盆栽展

１５㈯
１６㈰

６日…交流会 中島公園野球場
２４日…春季市民体育大会 入江運動公園芝生広場
８:３０ 各会場に集合
《詳細》☎４３ｰ６１３０
（井山）

１３:３０ 母恋駅

８㈯
９㈰

１５㈯

有料

室蘭文章教室 講話「文章入門」有料

８㈯

１４㈮
〜１７㈪

《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

製鉄記念室蘭病院 市民公開セミナー

１３:００ 同サロン（中島町）

万葉座談会（万葉歌の紹介と意見交換） 有料 要申込 ※聴講も可
１３:００ 港の文学館
《詳細》☎２２ｰ４05６
（竹之内）

《詳細》☎４４ｰ１１５６
（エルム楽器）

１０:００
（5日は12:00から） 市民美術館 《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

事

ふれあいサロンほっとな〜るお元気講座
高齢者のための音楽療法！〜昭和を彩る名曲と共に〜

すずらんハーモニカコンサート

１３:００ 港の文学館

行

日

３０㈰

9:００ 旧室蘭駅舎集合

有料

《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

オールディーズライブ 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）

