7

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
３㈬
〜７㈰
３㈬
１８㈭

事

9:30 スターマリン
（道の駅｢みたら室蘭｣横）集合

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

室蘭グラウンド・ゴルフ協会

有料

３日…室蘭市長杯
１８日…交流会
8:30 入江運動公園芝生広場
《詳細》☎４３ｰ６１３０
（井山）

ＭＯＡ 美と健康のつどい
１４㈰

（座右宝刊行会/編集）
４㈭・６㈯ ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』
１１㈭・１３㈯ 10:00 図書館本館
《詳細》☎２２ｰ１６５８
（同館）

４㈭
〜７㈰
５㈮
６㈯

室蘭美術協会 会員展２０１９
10:00 室ガス文化センター

5日15:00、6日14:00 輪西七条通り 《詳細》☎４３ｰ５８４６
（同組合）

祝津神社祭典（露店）

9:00 祝津臨海公園（祝津町会館裏）《詳細》☎２６ｰ２２５０
（戸井田）

ＮＨＫ室蘭放送局 会館公開２０１９（恐竜パーク、中継車公開など）
６㈯
７㈰

6日13:00、7日10:00 ＮＨＫプラザミュー《詳細》☎２２ｰ７２７１
（同局）

１６㈫
１７㈬
１７㈬
１８㈭
１８㈭
２７㈯

小橋内稲荷神社祭典・ふるさとこどもまつり（露店）

（真田）
6日15:00、7日11:00 小橋内１丁目公園《詳細》☎２２ｰ３４９８

綜合楽器サマーコンサート
14:00 市民会館

７㈰

13:00 中島公園（宮の森町）
※7/5まで。先着２０組。
《詳細》☎080ｰ3268ｰ6811（ヒューマンドッグトレーニングサービス・浅井）

１1㈭

１９㈮
〜２１㈰

《詳細》☎４４ｰ８７７３
（藤倉）

市民公開 犬のしつけ教室（意思を伝えるリードの使い方など） 要申込

製鉄記念室蘭病院 市民公開がんセミナー
「大腸がんとダヴィンチ手術」
15:00 同院がん診療センター

《詳細》☎４７ｰ４４０４(同院)

１２㈮

室蘭港立市民大学講座「消防本部見学と施設体験」有料
13:30 消防本部

映画『半世界』上映会

要申込

２０㈯
２１㈰

《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

室蘭書道連盟 室蘭書道展
10:00 室ガス文化センター

《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）
《詳細》☎011ｰ231ｰ8674（塚原）
《詳細》☎２３ｰ３８０１
（仁岸）

蘭岳コンサート 〜ソロ・アンサンブルと吹奏楽の魅力〜

（室蘭工業大学管弦楽団、室工大ジャズ研、ピアノ：芳野俊史）
15:00 室蘭工業大学大学会館
《詳細》☎４６ｰ５０１６
（同大学）

１３㈯
14㈰
１３㈯
〜１５㈪

御崎神社祭典（露店）

13日17:00、14日11:00 同神社前広場 《詳細》☎２２ｰ２４２５
（藤井）

登別魚拓同好会 魚拓展示・体験コーナー

9:30 道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ2694ｰ1379（斉藤）
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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）

きがるにノルディックウォーキング

有料 ※無料で貸ポールあり。
18日 9:30 入江運動公園駐車場集合
27日 9:30 うぐいす公園（水元町）集合
《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

フランス刺繍「明日葉の会」展（展示と販売）
10:00 グリンデパート

《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）
有料

《詳細》☎４４ｰ１１５６
（エルム楽器）

北海道言友会室蘭ブロック 言葉がどもる人集まりましょう 有料

輪西神社祭典（露店）
20日12:00、21日10:00 同神社境内 《詳細》☎４４ｰ２１３６
（同神社）

２１㈰

《詳細》☎２３ｰ１０７５
（菊地）

荒木音楽教室 ピアノ発表会
14:30 市民会館

《詳細》☎090ｰ6219ｰ2280（荒木）

スペシャル ライブ（佐野継雄、小林信一） 有料
２３㈫
〜２８㈰

市民文化祭 港の写生会作品展
10:00 市民美術館

※定員あり。
《詳細》☎４６ｰ１１３１
（同店）

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

源氏物語に親しむ 紅梅〜こうばい〜
２６㈮

13:00 港の文学館

２６㈮
〜２８㈰
２７㈯
２８㈰

有料

《詳細》☎５５ｰ５３６３
（増子）

歌で元気！チャリティー北海道歌まつり in 室蘭
13:00 市民会館

母恋駅を愛する会「平和の紙芝居」「昔のあそび」
び
び」
13:30 母恋駅

※催しはありません。
月の出…19:31、日の入り…19:11、月の見ごろ…16〜18日
地球岬展望台
《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

10:30 イタンキ浜海岸集合

《詳細》☎８６ｰ７８２０
（金川）

カワイ音楽教室 室蘭地区発表会
10:30、13:30 市民会館

地球岬・満月の会 満月鑑賞会

15:00 エルム楽器

室蘭ウォーキング協会「イザベラバードもここを通った」有料

１３㈯

《詳細》☎２３ｰ３７６１
（鈴木）

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

9:00 中島公園野球場集合

13:30 清水町会館

18:00 障害者福祉総合センター（ぴあ216）
《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

《詳細》☎090ｰ3468ｰ1966（石倉）

14:30、18:30 市民会館

１２㈮
〜１４㈰

《詳細》☎５０ｰ６６１１
（同サロン）

清水町サロン 健康講座 人権教室（室蘭人権擁護委員協議会）

11:00 市民会館

２０㈯

有料

※中学生以下は無料。
《詳細》☎090ｰ7641ｰ9745（高瀬）

毎日こどもピアノコンクール 室蘭地区予選

ふれあいサロンほっとな〜る お元気講座
やさしい相続セミナー 〜知って安心、相続の基礎知識〜
13:00 同サロン（中島町）

有料

13:00 講演会
14:30 健康法の紹介・体験
中小企業センター、胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）
《詳細》☎４４ｰ２３９２
（MOAむろらんボランティア）

13:30 市民会館

撮りフェス in 室蘭２０１９〜みんなで撮りフェスを楽しもう！〜

（参加者以外も楽しめる写真に関わる最新の製品の展示・体験）
9:00 室ガス文化センター 《詳細》☎２３ｰ０１０２
（同実行委員会）

有料 要申込

※7/13まで。先着25人。
《詳細》☎２２ｰ２６４０
（星）

札幌ハーモニカアンサンブル 室蘭チャリティーコンサート

《詳細》☎２４ｰ１６４３
（同協会）

輪西商店街振興組合 ワニ祭り（ステージ、露店など）

事

野鳥の会室蘭支部 海鳥イルカウオッチング

第５回 Ｌ
ｉ
ｂｅｒ
ｔａ展（室蘭清水丘高校美術部の元教諭と卒業生の作品）
10:00 市民美術館

行

日

ローズマダー 油絵作品展
10:00 ＮＨＫプラザミュー

第25回 平和のための戦争展
10:00 イオン室蘭店

《詳細》☎４７ｰ９９３８
（伊藤）
《詳細》☎２４ｰ６８２４
（酒本）

茶道裏千家淡交会室蘭支部 港まつり協賛茶会
２８㈰

10:00 市民会館

有料

《詳細》☎４６ｰ１８１７
（井上）

有料

《詳細》☎４３ｰ３３０１
（鎌田）

室蘭蘭友会 講習会（ファレノプシスとカトレアの栽培地）
13:00 ＮＨＫプラザミュー
《詳細》☎４３ｰ７２５５
（小田桐）

３０㈫
手わざ工房の仲間達（陶芸、木工、紋章、刀剣など）
〜8/4㈰ 10:00 旧室蘭駅舎
《詳細》☎090ｰ9432ｰ6416（堀井）

