10

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

福井路可作品展 〜昨日の風、明日の海〜（油彩、ミクストメディア）
１㈫
〜11/4㈪ １２日１４:００…アーティストトーク
１０:００ 市民美術館

２㈬
〜６㈰
３㈭

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

１７㈭
〜２０㈰
１８㈮

みづゑの会 水彩画展

１０:００ イオン室蘭店

《詳細》☎０８０ｰ６０９５ｰ２２２７
（松本）

夢スター歌謡祭 橋幸夫と歌の仲間たち

有料

１３:００ 室ガス文化センター 《詳細》☎0570ｰ064ｰ724（夢グループ）

１８㈮
〜２１㈪

５㈯

小・中・ろう学校 合同音楽会

５㈯
２０㈰

カーリング体験教室

１９㈯

有料 要申込 ※小中学生（保護者同伴）以上が対象。

５日９:３０、２０日１５:３０
中島スポーツセンター

※各３０分前から受け付け。
《詳細》☎４５ｰ０８００
（同センター）

輪西八条アトリエまつり（たたら製鉄実演、ものづくり体験など）有料
１０:００ 輪西八条アトリエ 《詳細》☎８４ｰ５５１０
（ノールドデザイン）

知利別川環境学習体験フェスタ 〜水と生き物・いのちのつながり〜

第７０回北海道合唱コンクール 大学・職場・一般部門

１０:３０ 室ガス文化センター

１９㈯
２０㈰

１２:３０ 市民会館

８㈫
２１㈪
９㈬

９㈬
２３㈬

２０㈰

１１㈮
１１㈮
〜１３㈰

がんセミナー｢乳がんについて｣

２４㈭

１１㈮
〜１５㈫

《詳細》☎８６ｰ７８２０
（金川）

染・紡・織展 〜測量山を染める〜（裂き織などの展示販売）

１０:００ グリンデパート

２４㈭
〜２７㈰

２５㈮

１２㈯

母恋駅を愛する会〜思い出レコード館 レコードを聴き
ながら懐メロやカラオケの集いを楽しみましょう〜

１３
：
３０ 母恋駅

１３㈰

室蘭プラ模愛好会（ＭＰＭＣ）プラモデル作品展

１２:００ ＮＨＫプラザミュー

１４㈪

２６㈯
２７㈰

《詳細》☎０９０ｰ４８７１ｰ５１８９
（佐藤）

１３:３０ 市民会館

《詳細》☎４４ｰ３７５８
（同校･舘脇）

２７㈰

１３:００ 同サロン（中島町）

《詳細》☎５０ｰ６６１１
（同サロン）

清水町サロン健康講座 絵手紙を楽しむ

１３:３０ 清水町会館
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《詳細》☎２３ｰ３７６１
（鈴木）

《詳細》☎４１ｰ０５０５
（連合北海道･舟橋）

（座右宝刊行会/編集）
ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』

１０:００ 図書館

《詳細》☎２２ｰ１６５８
（同館）

こども絵画教室アトリエ庵 作品展

１０:００ イオン室蘭店

《詳細》☎４７ｰ９３３８
（岡本）

日本の文学を楽しむ会『 方丈記 』〜ゆく河の流れ〜

有料 要申込

映画『母さんがどんなに僕を嫌いでも』上映会

有料

１３:００ 港の文学館

《詳細》☎２２ｰ６９５１
（伊賀）

《詳細》☎０９０ｰ９７５０ｰ０６２０
（堀岡）
※無料で貸ポールあり。
《詳細》☎０９０ｰ９０８７ｰ５０６８
（黒政）

有料

（医師・看護師・薬剤師による健康チェック、相談コーナーなど）
１０:００ モルエ中島 《詳細》☎５５ｰ１２１２
（西胆振在宅ケア連絡会）

《詳細》☎４６ｰ５０１６
（同大学）

９:００ 室ガス文化センター

《詳細》☎44ｰ2392（同事務局）

昭和の会 懐かしの昭和展 〜昭和の風景 ＳＬ・懐メロ・真空管〜

（レコードなどの昭和の懐メロを手作りの真空管アンプで聴く）
１０:００ 旧室蘭駅舎
《詳細》☎０９０ｰ８６３９ｰ２３１４
（本多）
有料

《詳細》☎２５ｰ２８４９
（佐藤）

１０thユネスコ・ユースフォーラム＆国際音楽の日コンサート

１３:００ 室ガス文化センター

有料

《詳細》☎０９０ｰ７６４４ｰ１７１５
（立野）

港北中学校吹奏楽部 定期演奏会

月の出…１７:２９、日の入り…１６:５８、月の見ごろ…１３〜１５日
地球岬展望台
《詳細》☎０９０ｰ３１１６ｰ１１０３
（池野）

１５㈫

１３:３０ 市民会館

６:３０ マスイチ展望台集合

地球岬・満月の会 満月鑑賞会

ふれあいサロンほっとな〜るお元気講座｢アドバンス・ケア・
プランニング 〜自分のための最善の医療を選択する〜」

地域活性化フォーラムin日胆 ｢鉄のまち室蘭！希望の灯を
ふたたび」働き方改革から見える もの・ひと・まち

野鳥の会 早朝探鳥会

有料 ※小学生以下は無料。
《詳細》☎４４ｰ５６４１
（同校・鈴木）

桜蘭中学校吹奏楽部 定期演奏会

《詳細》☎０９０ｰ３３９７ｰ８１７５
（古川）

ＭＯＡ美術館 室蘭登別児童作品展

北海道大谷室蘭高等学校吹奏楽部 定期演奏会

１５:００ 室ガス文化センター

《詳細》☎２２ｰ４７１４
（増岡）

１３:３０ 室蘭工業大学 S301室

合唱団あすなろ うたごえ喫茶 一緒に歌いましょう 有料

１２㈯
１３㈰

秋の憲法の集い 講演会 有料
「いつも心に憲法を！〜暮らしから考える日本国憲法のいま〜」

日本機械学会北海道支部シニア会 科学と技術に関する公開講座
やさしい衝撃工学のはなし 〜空手道の威力から自動車の衝突まで〜

１３:３０ 白鳥台ショッピングセンターハック 《詳細》☎８６ｰ４６４３
（田中）
１６:００ 市民会館

《詳細》☎２５ｰ１０００
（同校･橋本）

西いぶり在宅ケアフェステバル

２６㈯

《詳細》☎２３ｰ３８０１
（仁岸）

プレリュードコンサート（ピアノ、声楽、詩吟） 有料

有料

《詳細》☎０９０ｰ８６３１ｰ３０７５
（花田）

９:３０ 水族館集合

イタンキ浜鳴り砂を守る会 鳴砂海岸清掃 ※雨天時は14日に延期。

《詳細》☎２３ｰ１０７５
（菊地）

《詳細》☎２３ｰ３７９０
（寺田）
《詳細》☎２７ｰ０６６０
（佐々木）

ノルディックウォーキング

《詳細》☎４５ｰ８１５５
（シルバー人材センター）

１３
：
００ イタンキ浜海岸集合

８:００ 旧室蘭駅舎

１４:３０ 市民会館

《詳細》☎２３ｰ０３６３
（石橋）

シルバー
ーフェスティバル（包丁研ぎ、似顔絵、野菜の販売など）
９:００ 旧室蘭駅舎

室蘭盆栽会 秋季盆栽展

佐々木史郎 北海道Ｓession（ジャズ） 有料
１８:３０ 室蘭オルガンハウス（中央町２ｰ８ｰ１１）
《詳細》☎４６ｰ１１３１
（エルム楽器）
２２㈫

市民文化祭 書道連盟展

有料
※就学前の子どもは無料。
《詳細》☎０９０ｰ６２１１ｰ０６０７
（有賀）

オールディーズ・ミュージック・フェスティバル２０１９ 有料

製鉄記念室蘭病院 市民公開セミナー
健康セミナー｢子どもの低身長〜病院にかかるべき?治療はできる?｣

１０:００ 室ガス文化センター

《詳細》☎０８０ｰ５２２０ｰ９８８０
（南川）

市民文化祭 合唱のつどい

１７:００ 蓬崍殿

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

万葉集座談会（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）

１３:３０ 中小企業センター

１４:００ 市民会館

健康教室｢健康についてのお話｣｢脳の活性化で認知症予防」

《詳細》☎４７ｰ４４０４
（同院）

室蘭港立市民大学講座 有料 要申込
「室蘭を元気にする若者に学ぼう」

室蘭西中学校吹奏楽部 定期演奏会

８日…交流会、21日…市民（体育）大会
入江運動公園芝生広場
《詳細》☎４３ｰ６１３０
（井山）

２３日15:00 同院がん診療センター

《詳細》☎８３ｰ４６７０
（赤神）

１４:００ 室ガス文化センター

有料

９日15:00 生涯学習センター｢きらん｣

手作りショップ（着物リメイク、手作りニットなど20店が出店）
１０:００ グリンデパート
《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）

室蘭地方史研究会講座「栗林家の歴史紹介」
介
介」

《詳細》☎４５ｰ１３３５
（大石）

室蘭グラウンド・ゴルフ協会

有料

《詳細》☎４７ｰ２６１０
（佐藤）

１３:３０ 港の文学館

オカリナアンサンブル「ＳｏLａ」コンサート

１３
：
３０ 港の文学館

９:３０ 市民会館

市民文化祭 歌謡フェスティバル

《詳細》☎５９ｰ５４９３
（有賀）

《詳細》☎０９０ｰ５９５４ｰ５４１７
（朽木）

ＱＣサークル大会 改善事例発表と講演｢セルフコントロール｣

１２:００ 市民会館

有料

※中学生以下は無料｡
市民文化祭 都山流尺八楽 有料
第３５回新都山流西北海道支部 定期演奏会

《詳細》☎０９０ｰ６４４３ｰ８１９５
（大築）

１５:００ 市民会館

（知利別川お魚水族館、水の実験、ボートで川下りなど）
１０:００ 知利別川らん蘭橋（中島町） ※雨天時は、中島連合会館。
《詳細》☎090ｰ8635ｰ8330（知利別川を愛する会･髙橋）

６㈰

のばら会 油彩展

１０:００ ＮＨＫプラザミュー

１２:００ 市体育館

《詳細》☎２３ｰ１５８０
（室蘭消費者協会）

１０:００ 室ガス文化センター 《詳細》☎２３ｰ４８００
（星蘭中学校･本波）

事

武術太極拳連盟 交流会（集団演舞、個人演舞）

２０１９消費生活展 くらしの広場（体験･試食･販売･防災など）

１０:００ 旧室蘭駅舎

行

日

１４:００ 市民会館

３０㈬

《詳細》☎５５ｰ７３１４
（同校･鈴木）

小松原庸子スペイン舞踊団 創立５０周年記念 有料
※就学前の子どもは入場不可。
情熱フラメンコ！！２０１９

１８:３０ 室ガス文化センター 《詳細》☎２２ｰ６９１９
（MINｰON室蘭）

３１㈭
写真（熊谷勝）
と絵（熊谷恵子）のふたり展２
〜11/4㈪ １０:００ ＮＨＫプラザミュー
《詳細》☎０９０ｰ５９５７ｰ４５７５
（熊谷）

