
西いぶり定住自立圏推進事業 《詳細》室蘭市教育委員会 生涯学習課☎0143-22-5081

社会教育イベントカレンダー
（令和３年７月から令和４年３月まで）

広域的に生涯学習、文化、スポーツなどの社会教育活動を推進するため、西胆振６市町（室蘭市･登別市･
伊達市･豊浦町･壮瞥町･洞爺湖町）の各教育委員会などで行う行事を紹介します。
なお、今後の新型コロナウイルスなどの状況により、日時や内容の変更または中止となる場合がありま
すので、詳細はそれぞれお問い合わせください。

料金は、特に表示のないものは無料です。
日時・内容は、変更になる場合があります。

日 行 事 名

8/28(土)
・8/29(日)

だて噴火湾縄文まつり 縄文文化に関するイベント。
28日は午後から講演会、29日は終日イベント。
8/29 10:00～15:00 史跡北黄金貝塚公園
《詳細》☎0142-82-3299 伊達市教育委員会生涯学習課

9～10月
予定

令和 3年度企画展 内容未定
10:00～16:00 室蘭市民俗資料館
《詳細》☎0143-59-4922 室蘭市民俗資料館

9/1(水)
～9/30(木)

企画展「郷土資料館４０年の歴史から未来へ」
開館40周年を迎える郷土資料館の歩みを振り返る 【有料】
10:00～17:00 登別市郷土資料館
《詳細》☎0143-88-1339 登別市郷土資料館

9/4(土)

室蘭市男女共生ｾﾐﾅｰ第 1 講 基調講演・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾄｰｸ
講師：未定（室蘭市防災対策課職員）
テーマ：未定（防災関連）
13:30～16:00 胆振地方男女平等参画センター２階大研修室
《詳細》☎0143-22-5081 室蘭市生涯学習課

9/11(土)
～9/26（日）

木工飛世 【ワークショップのみ有料】
伊達市在住の木工作家 飛世将利氏による作品展及びﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
9:00～17:00 だて歴史文化ミュージアム 1階ﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ
《詳細》☎0142-25-1056 だて歴史文化ミュージアム学芸係

9/11(土)～
11/30(火）

企画展「武家の装い」 【有料】
当館所蔵の武家文化財のうち、着物や装束の展示・解説
9:00～17:00 だて歴史文化ミュージアム 2階特別展示室
《詳細》☎0142-25-1056 だて歴史文化ミュージアム学芸係

9/12(日)
10/16(土)
11/7(日)
11/13(土)
11/28(日)
12/5(日)
12/12(日)
1/13(木)
1/14（金）
2/26(土)

登別市郷土資料館 体験学習
手打ちうどん体験 うどん持帰り 10:00～12:00【有料】
手作り教室木の実や枝で壁飾り作り 10:00～12:00【有料】
真っ赤な秋～資料館で遊ぼう昔遊び10:00～12:00
包丁とぎ体験 （大人向け） 10:00～12:00【有料】
新そば～手打ちそば体験 そば持帰り 9:30～12:30【有料】
お餅つきと郷土カルタ取り 10:00～12:00【有料】
２０22年しめ飾り作り 10:00～12:00【有料】
冬休み親子工作教室 木製ラック 10:00～12:00【有料】
冬休み親子工作教室 凧作り 10:00～12:00【有料】
和菓子作り体験 10:00～12:00【有料】
《詳細》☎0143-88-1339 登別市郷土資料館

9/19(日)

男女共同参画社会づくり講演会 【一部有料ｺｰﾅｰあり】
講演会とハンドメイド展（内容未定）
時間未定 だて歴史の杜カルチャーセンター
《詳細》☎0142-82-3299 伊達市教育委員会生涯学習課

9/26(日)

第71回市民文化祭 吟道大会
独吟・合吟・構成吟等の吟詠発表
9:00～ 室ガス文化センター
《詳細》☎0143-45-6528（小林） 室蘭吟道協議会

10月予定

壮瞥町文化祭 ステージ発表
文化団体サークル・個人による芸能発表
13:30～ 壮瞥町地域交流センター山美湖
《詳細》☎0142-66-2131 壮瞥町教育委員会生涯学習課

10月予定

室蘭市男女共生ｾﾐﾅｰ第 2 講 基調講演・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾄｰｸ
講師、テーマ：未定
13:30～16:00 胆振地方男女平等参画センター２階大研修室
《詳細》☎0143-22-5081 室蘭市生涯学習課

日 行 事 名

4/17(土)
～8/22(日)

北海道・北東北の縄文遺跡群パネル展
世界遺産登録機運が高まる「北海道・北東北の縄文遺跡群」の
紹介パネル展
9:00～17:00 だて歴史文化ミュージアム 1階ﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ
《詳細》☎0142-25-1056 だて歴史文化ミュージアム学芸係

6/22(火)
～8/22(日)

企画展「有珠モシリ遺跡」 【有料】
著名な「有珠モシリ遺跡」出土品や発掘過程、最近の調査内容
などを展示・解説
9:00～17:00 だて歴史文化ミュージアム ２階特別展示室
《詳細》☎0142-25-1056 だて歴史文化ミュージアム学芸係

6/22(火)
～7/4(日)

所蔵作品展
当館所蔵作品より、室蘭市在住の彫刻家、高橋昭五郎氏の彫刻
作品などを展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館オープンギャラリー
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館

6/22(火)
～8/15(日)

情感あふれる青色 ｰ福井正治 作品展ｰ
室蘭市ゆかりの作家で、国画会会員、全道展会員として活躍し
た福井正治氏が描く、青色が印象的な油彩作品を展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館常設ギャラリー
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館

7月予定

とうや湖縄文まつり
入江・高砂貝塚を会場に、縄文体験や縄文にちなんだ選手権大
会の開催など、楽しみながら縄文文化に親しむイベント
10:00～14:00 入江・高砂貝塚館及び入江・高砂貝塚公園
《詳細》☎0142-74-3010 洞爺湖町教育委員会社会教育課

7/7(水)
～7/18(日)

第 12 回 日曜画家作品展
室蘭、登別、伊達の市民に公募した絵画展
10:00～17:00 室蘭市民美術館オープンギャラリー
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館

7/20(火)
～ 7/25
（日）

第71回市民文化祭 第17回港の写生会 「ぽっぽら
んで描こう」 室蘭市内の小・中学生が、室蘭市内で活躍する画家
にアドバイスを受けながら、旧室蘭駅舎周辺を写生した作品を展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館オープンギャラリー
《詳細》☎0143-25-3090（児玉）室蘭市民美術館をささえる会

7/22(木)

体験学習「縄文太鼓をつくろう！」 【有料】
登別市内で獲れたシカの皮を利用して縄文風の太鼓づくり
10:00～12:00 のぼりべつ文化交流館「カント・レラ」
《詳細》☎0143-84-2069 のぼりべつ文化交流館カント･レラ

7/22(木)
～8/22(日)

考古学マスター2021
夏休み特製ワークシートを手に、展示に隠された答えを探しだ
して！全問正解でマスターカードがゲットできます！
10:00～17:00 のぼりべつ文化交流館「カント･レラ」
《詳細》☎0143-84-2069 のぼりべつ文化交流館カント･レラ

7/29(木)
・7/30(金)

夏休み工作教室 【有料】
7/29:スクリュー船・風車、7/30:万華鏡
いずれも10:00～12:00 登別市郷土資料館
《詳細》☎0143-88-1339 登別市郷土資料館

8/1(日)

西いぶり定住自立圏文化事業 【有料】
『桂米朝一門 上方落語を楽しむ会』
午前の部10:00、午後の部13:30開演 登別市民会館
《詳細》☎0143-88-1129 登別市教育委員会社会教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ

8/17(火)～
10/3(日)

大築笙子 作品展（仮称）室蘭市在住で、二科会会員、全
道展会員として活躍する大築笙子氏の油彩作品を展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館常設ギャラリー
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館



日 行 事 名

10月予定

芸術鑑賞会 札幌交響楽団による演奏会
14:30～16:30 豊浦町ファミリースポーツセンター
《詳細》☎0142-83-2239 豊浦町教育委員会生涯学習課
※R３年６月現在、ｺﾛﾅ対策のため豊浦町民限定とする方針です

10月頃

第 41 回市民ソフトボール大会【出場は有料】
事前にエントリーしたアマチュアソフトボールチームが出場
時間未定 少年野球場・祝津グラウンド《詳細》☎
0143-22-7521 一般財団法人室蘭市スポーツ協会

10月～
11月予定

市民総合文化祭2021 【一部有料イベントあり】
伊達市文化協会加盟団体による書道・刀剣等の展示や、音楽祭
等の舞台
時間未定 だて歴史の杜カルチャーセンター
《詳細》☎0142-82-3299 伊達市教育委員会生涯学習課

10/2(土)

第14回登別縄文どきどきまつり 【有料体験あり】
黒曜石のナイフづくりやまが玉づくり、様々な体験事業を通じ
て縄文文化に思いをはせます
10:00～15:00 のぼりべつ文化交流館カント・レラ
《詳細》☎0143-84-2069 のぼりべつ文化交流館カント･レラ

10/3(日)

第71回市民文化祭 三曲演奏会
箏・三絃・尺八による演奏
時間未定 室蘭市市民会館
《詳細》☎090-4874-1722（山田） 室蘭三曲協会

10/6(水）
～11/14(日)

室蘭市民美術館開館13周年記念展
伏木田光夫 作品展（仮称）全道展会員として活躍する、
伏木田光夫氏の油彩作品を全館で展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館全館
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館

10/8（金）
～10/10(日)

第71回市民文化祭 書道連盟展 書道作品の展示
10:00～18:00 室ガス文化センター
《詳細》☎0143-86-7820（金川） 室蘭書道連盟

10/9(土)～
11/30(火)

フランク・シャーマン展 【有料】
伊達市に寄贈されているフランク・シャーマンｺﾚｸｼｮﾝを展示
9:00～17:00 だて歴史文化ミュージアム 1階ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾀｼﾞｵ
《詳細》☎0142-25-1056 だて歴史文化ミュージアム学芸係

10/16(土）
～
11/14(日)

企画展「紅葉写真展」 【有料 ※11/6∼14無料開放】
郷土資料館内の紅葉を写した写真を募集して展示
10:00～17:00(11月は16:00まで) 登別市郷土資料館
《詳細》☎0143-88-1339 登別市郷土資料館

10/16（土）
・10/17(日)

第71回市民文化祭 いけ花展 いけ花の展示
10:00～ 室ガス文化センター
《詳細》☎0143-22-3670（加藤） 室蘭華道連盟

10/16(土)

第71回市民文化祭 合唱のつどい 【有料】
所属団体による発表会
15:00～ 室蘭市市民会館
《詳細》☎0143-59-5493（有賀） 室蘭合唱連盟

（予 定）
10/17(日)
11/23(祝)
12/12(日)
12/19(日)

とんてん館寺子屋教室（体験学習会）
10/17「焼きいもと木製ｺｰｽﾀｰづくり」10:00～12:00【有料】
11/23「干支凧づくり」 10:00～12:30【有料】
12/12 ｢しめ縄づくり｣10:00～12:00､13:30～15:30
12/19 ｢石臼もちつき｣ 10:00～12:30【有料】
《詳細》☎0143-59-4922 室蘭市民俗資料館

10/17(日）

第71回市民文化祭 歌謡フェスティバル 【有料】
登録6団体から選抜された会員の研鑽成果の発表
11:30～ 室蘭市市民会館
《詳細》☎090-9626-8138（佐々木） 室蘭歌謡連盟

10/24(日)

第71回市民文化祭 室蘭民謡連合会発表大会
民謡・舞踊・カラオケ 各サークルの発表
10:00～ ホテルセピアス
《詳細》☎0143-86-8526（岩城） 室蘭民謡連合会

11月予定

第14回壮瞥町図書フェスティバル
本の読み聞かせ・人形劇・遊びのコーナー
13:00～（予定） 壮瞥町地域交流センター山美湖
《詳細》☎0142-66-2131 壮瞥町教育委員会生涯学習課

11月予定

室蘭市男女共生ｾﾐﾅｰ第 3 講 基調講演・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾄｰｸ
講師、テーマ：未定
13:30～16:00 胆振地方男女平等参画センター２階大研修室
《詳細》☎0143-22-5081室蘭市生涯学習課

11/3(祝）

第71回市民文化祭 バレエコンサート 【有料】
2団体による公演
14:00～17:00 室ガス文化センター
《詳細》☎090-2076-9350（赤塚） 室蘭バレエ協会

日 行 事 名

11/12(金)
～11/14(日)

第 71 回市民文化祭 趣味の作品展
切り絵・木工・書など、趣味の作品を展示
時間未定 室ガス文化センター
《詳細》☎0143-23-9535（白木） 室蘭文化連盟

11/16(火）
～1/30(日)

佐藤愛子 作品展（仮称）
室蘭市在住で、春陽会会員、新道展会員として活躍する佐藤愛
子氏の油彩作品を展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館常設ギャラリー
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館

11/18(木）～
～11/21(日)

第 71 回市民文化祭 室蘭美術協会公募展
会員の最新作と一般公募作品の合同展示
10:00～17:00 室ガス文化センター
《詳細》☎090-2050-0241（中澤） 室蘭美術協会

11/20(土）
第 71 回市民文化祭 市民ｵｰｹｽﾄﾗ演奏会 【有料】
16:00～ 室蘭市市民会館
《詳細》☎080-5025-4634（安達） 室蘭音楽協会

11/28(日）

第 71 回市民文化祭 【有料】
室蘭演奏家協議会定期演奏会
15:00～17:00 室蘭市市民会館
《詳細》☎0143-47-2636（越後） 室蘭演奏家協議会

12月予定

男女平等参画推進講演会 講演会とフロアトーク
講師、内容：未定
10:00～11:50 胆振地方男女平等参画センター２階大研修室
《詳細》☎0143-44-8184 胆振地方男女平等参画センター

12/8(水）
～12/12(日)

第 38 回 市民ギャラリー展 室蘭近郊の市民に公募
した絵画、写真、書、工芸などの作品を展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館オープンギャラリー
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館

12/12(日)

第71回市民文化祭 AJGダンスコンサート
ダンス 、チアリーディング、よさこいの発表
14:00～ 室ガス文化センター
《詳細》☎090-3119-5856（奥田） AJGダンス

1月予定

室蘭市男女共生ｾﾐﾅｰ第 4 講 基調講演・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾄｰｸ
講師、テーマ：未定
13:30～16:00 胆振地方男女平等参画センター
《詳細》☎0143-22-5081室蘭市生涯学習課

2月予定

動物考古学セミナー 動物標本や貝塚から出土した魚や
動物の骨を用いた講座やワークショップ
時間未定 伊達市噴火湾文化研究所
《詳細》☎0142-82-3299 伊達市教育委員会生涯学習課

2月予定

文化財防火デー
災害時の避難訓練を通じて、防火や 文化財保護について学ぶ
9:00～13:00 入江・高砂貝塚館及び入江・高砂貝塚公園
《詳細》☎0142-74-3010 洞爺湖町教育委員会社会教育課

2月頃

第 14 回文化・スポーツの祭典
文化・スポーツの鑑賞と体験
時間未定 室蘭市体育館
《詳細》☎0143-44-7521 一般財団法人室蘭市スポーツ協会

2/1(火)
～4/17(日)

北田弘美 作品展（仮称）
室蘭市在住で、新道展会員として活躍する北田弘美氏の油彩作
品を展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館常設ギャラリー
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館

2/1(火)
～3/3(木)

企画展「おひなさま人形展」 【有料】
明治・大正・昭和のおひな様を見比べてみましょう
10:00～16:00 登別市郷土資料館
《詳細》☎0143-88-1339 登別市郷土資料館

3/1(火)
～3/27(日)

企画展「亘理伊達家の雛祭り」 【有料】
9:00～17:00 だて歴史文化ミュージアム２階特別展示室
《詳細》☎0142-25-1056 だて歴文化ミュージアム

3/1(火)
～3/27(日)

江戸時代の室内遊び
雛遊びに代表される江戸時代の室内遊びのパネル展示
9:00～17:00 だて歴史文化ミュージアム 1階ﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ
《詳細》☎0142-25-1056 だて歴史文化ミュージアム学芸係

3/12(土)
～4/10(日)

特別展「はじめまして！－令和3年度新資料－」【有料】
令和元年度～３年度に資料館に寄贈された資料を紹介します
10:00～16:00(4月からは17:00まで) 登別市郷土資料館
《詳細》☎0143-88-1339 登別市郷土資料館

3/15(火)
～3/21(月)

No.３ 家族みんなで絵を描こう！
室蘭近郊の小・中学生、幼稚園児、保育園児とその家族に公募
した作品を展示
10:00～17:00 室蘭市民美術館オープンギャラリー
《詳細》☎0143-22-1124 室蘭市民美術館


