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日 行　　　　　　事

～10/6㈭ 絵画に観る室内空間（市所蔵作品、油彩）
10：00　市民美術館 《詳細》☎22‒1124（同館）

9/29㈭
～10/1㈯

子ども絵画教室アトリエ庵 作品展
 9：30　イオン室蘭店 《詳細》☎47‒9338（岡本）

9/29㈭
～10/2㈰

のばら会 油彩展
10：00　NHKプラザミュー 《詳細》☎46‒3747（大築）

1㈯

10．9中国人殉難烈士慰霊の集いと懇談会
集　い　13：00　中国人殉難烈士慰霊碑前（東町－室蘭新道汐見トンネル丘）
懇談会　14：00　中小企業センター 《詳細》☎43‒6330（同実行委員会）

若葉の会 室蘭特別演奏会（桐生郁子と門下生ほか） 有料
14：30　市民会館 《詳細》☎23‒3801（仁岸）

1㈯
・2㈰

市民文化祭 陶・いけ花交流展
（陶芸と5つの流派の生け花）
10：00　文化センター 《詳細》☎55‒6191（髙木）

室蘭市民美術館をささえる会バザー（絵画、陶芸、書）
10：00　市民美術館 《詳細》☎22‒1124（同館）

2㈰

市民文化祭 北海道道南岳風会設立1周年記念 吟道大会
 9：30　文化センター 《詳細》☎45‒6528（山田）

アマチュアバンド ライブ
14：30　NHKプラザミュー 《詳細》☎55‒6681（武田）

5㈬ 室蘭グラウンドゴルフ協会 交流大会 有料
 8：30　入江運動公園 《詳細》☎43‒6130（井山）

6㈭
～9㈰

市民文化祭 室蘭地区陶芸協会公募展
10：00　文化センター 《詳細》☎0144‒82‒4353（香西）

7㈮
～9㈰

水彩画コバルト会 作品展
10：00　イオン室蘭店 《詳細》☎44‒0324（小野）

8㈯

室蘭市小・中・ろう学校合同音楽会
11：50　文化センター 《詳細》☎59‒2681（本室蘭中学校・佐々木）

母恋駅を愛する会 ギター演奏・着物着付け教室
13：00　母恋駅 《詳細》☎23‒3801（仁岸）

8㈯
・9㈰

緑寿会 秋季盆栽展
10：00　市民会館 《詳細》☎46‒3412（砂金）

創立30周年記念 シルバーフェスティバル
（健康相談、包丁研ぎ・表札書き実演など）
8日11：00　9日10：00　旧室蘭駅舎
 《詳細》☎45-8155（シルバー人材センター）

8㈯
～10㈪

室蘭プラ模愛好会作品展示会
8日12：00　9・10日9：30
     　NHKプラザミュー 《詳細》☎86‒7179（宇野）

10㈪ 港北中学校吹奏楽部 定期演奏会
13：30　市民会館 《詳細》☎55‒7314（同中学校）

12㈬

健康教室 お話「インフルエンザ予防」と健康体操
13：30　ふれあいサロンよってけ浜町
 《詳細》☎24‒2112（地域包括支援センター母恋）

地球岬・月見岬・ふるむーんないとぷろじぇくと
満月鑑賞会（16：43　月の出時刻）　※自由に鑑賞します。
     　地球岬展望台 《詳細》☎090‒3116‒1103（池野）

12㈬
～16㈰

みずゑの会 水彩画展
10：00　イオン室蘭店 《詳細》☎50‒6024（川原）

13㈭ おはなしやさん 読み聞かせ
10：30　イオン室蘭店 《詳細》☎43‒5912（吉田）

13㈭
～19㈬

受信環境クリーン図案コンクール作品展示会
 9：30　NHKプラザミュー 《詳細》☎22‒7274（島西）

14㈮
ふれあいサロンお元気講座 認知症を予防しましょう
　～認知症の病気 正しく理解してますか？～
13：00　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
 《詳細》☎50‒6611（同サロン）

14㈮
～16㈰

市民文化祭 室蘭書道連盟展
10：00　文化センター 《詳細》☎59‒5914（恒遠）

ぷらっと・てついち10周年記念
ふくろう文庫特別展 中国絵巻「清

せい

明
めい

上
じょう

河
が

図
ず

」完全覆刻
10：00　ぷらっと・てついち 《詳細》☎22‒1658（ふくろうの会）

日 行　　　　　　事

15㈯

マジック発表会 有料
13：30　NHKプラザミュー 《詳細》☎24‒4859（川原）

プレリュードコンサート（ピアノソロ、2台のピアノ） 有料
16：00　市民会館 《詳細》☎44‒5749（尾崎）

16㈰

秋の測量山 市民探鳥会（唐松平～マスイチ浜）
 8：30　唐松平集合 《詳細》☎85‒9396（堀本）

レザークラフト作品展とバザー（革の手作り作品）
10：00　サンライフ室蘭 《詳細》☎45‒2788（京極）

室蘭民謡連合会 発表大会
13：00　市民会館 《詳細》☎27‒2981（吉能）

アマチュアバンド ライブコンサート 有料
13：30　NHKプラザミュー 《詳細》☎41‒4243（遊ずどカンパニー）

The尺八・菅原組ライブ 有料
14：00　NHKプラザミュー 《詳細》☎090‒9517‒1484（高田）

室蘭大谷高等学校 吹奏楽部 定期演奏会 有料　※小学生以下無料
17：00　文化センター 《詳細》☎44‒5641（同校・鈴木）

17㈪
秋の憲法の集い－子どもたちを守りたい！
広瀬隆 講演会「福島から広がる放射能の恐怖」 有料
18：30　市民会館 《詳細》☎22‒4714（増岡）

18㈫
～12/4㈰

掛川源一郎写真展 伊達火発反対闘争「住民運動の10年」
10：00　市民美術館 《詳細》☎22‒1124（同館）

19㈬
～23㈰

市民文化祭 室蘭日本画協会展（日本画、水墨画）
10：00　市民美術館 《詳細》☎86‒2132（牧野）

21㈮
蘭岳コンサート 室蘭工業大学管弦楽団、Kazz（ギタレレ）
18：30　室蘭工業大学 大学会館
 《詳細》☎46‒5024（同大学企画・評価室）

22㈯

悠悠ライフ文化祭（舞踊・カラオケ・華道・書道）
10：00　市民会館 《詳細》☎43‒0557（花田）

市民文化祭 合唱のつどい 有料
15：30　文化センター 《詳細》☎59‒5493（有賀）

23㈰

オカリナ・リコーダー・ハーモニカ 音楽の祭典
13：00　市民会館 《詳細》☎090‒7648‒1512（中居）

舞太鼓あすか組 獅子奮迅
（和太鼓と現代音楽のコラボ） 有料
15：00　文化センター 《詳細》☎011‒642‒5601（民音）

25㈫ むろらん刀談義
18：30　NHKプラザミュー 《詳細》☎22‒7271（NHK・加藤）

26㈬
健康相談会（身長・体重、血圧測定など）
11：00　ふれあいサロンよってけ浜町
 《詳細》☎24‒2112（地域包括支援センター母恋）

27㈭ おはなしやさん 読み聞かせ
10：30　イオン室蘭店 《詳細》☎43‒5912（吉田）

27㈭
～30㈰

再現「原爆の図」展（丸木位里・俊夫妻の代表作「原爆
の図」の原寸大複製画などを展示）
10：00　市民美術館 《詳細》☎22‒1124（同館）

27㈭
～31㈪

フローラルコラージュ展（植物を素材にした作品）
27日12：00　28～31日10：00　
     　NHKプラザミュー 《詳細》☎85‒7882（小野）

28㈮ 映画「英国王のスピーチ」上映会 有料
14：30、18：30　市民会館 《詳細》☎090‒9750‒0620（堀岡）

29㈯ 武術太極拳連盟交流会（個人演武、集団演武）
12：30　市体育館 《詳細》☎43‒3008（赤神）

29㈯
・30㈰

MOA美術館 室蘭・登別 児童作品展
 9：00　文化センター 《詳細》☎44‒2392（同実行委員会事務局）

WAC室蘭趣味の作品展
（絵手紙、編み物、レザークラフトなど）
10：00　イオン室蘭店 《詳細》☎45‒2034（岩沢）

30㈰

北辰中学校吹奏楽部 定期演奏会
14：00　文化センター 《詳細》☎22‒8188（同校）

室蘭ジュニアオーケストラ定期演奏会
14：00　市民会館 《詳細》☎44‒1475（清原）
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