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ほかのページに掲載している催しもあります。日程・内容は変更になる場合があります。

日 行　　　　　　事 日 行　　　　　　事
～7/22㈰ 伊藤 正 展（油彩、素描など）

１０：００　市民美術館  《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

～平成25年
2/23㈯

芥川賞作家 三浦清宏の多彩な世界 パネル展
～未知なるものへの憧れ～
１０：００　港の文学館  《詳細》☎２２ー１５０１（同館）

6/28㈭ 
～7/1㈰

室蘭地区 陶芸協会展
１０：００　市民美術館  《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

6/30㈯
7/1㈰

いけばな池坊５５０年祭 “花・夢・きらめき”
大友萬亀子 社中展
１０：００　文化センター  《詳細》☎２７ー２０６７（大友）

6/30㈯
～7/2㈪

土筆会 書道展
１０：００　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４４ー９５８３（三村）

1㈰

室蘭地区民謡連合会 民謡民舞発表大会 
１０：００　市民会館　　 　　

映画「内部被ばくを生き抜く」上映会 
１１：００　１４：００　障害者福祉総合センター（ぴあ２１６）

室蘭アートダンス協会 ダンスコレクション２０１２ 
１３：３０　文化センター  《詳細》☎４４ー４８４５（村上）

3㈫ 　　　道新フォーラム マチづくりは港とともに※整理券が必要です。
　　　 １３：３０　市民会館

3㈫
～8㈰

　　　日曜画家作品展（市民および近隣住民から公募した作品）
　　　 １０：００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

4㈬
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　　　　　　 ※自由鑑賞、催し物はありません。
日の入り…１９：１６　月の出…１９：２７　月の見ごろ…３～５日
　　　　 地球岬展望台

5㈭
いぶりガイアナイト（ハンドベルミニコンサート、キャンドル点灯式など）
１７：４５　むろらん広域センタービル前
　　　　　《詳細》☎２４ー９５７５（胆振総合振興局・環境生活課）

5㈭･7㈯
12㈭･14㈯

ふくろう文庫ミニ特別展「高松宮御
ぎょぞうおてかがみ

蔵御手鑑」
（名家の名筆を集めた国宝の書道手本の複製）
１０：００　１４日は１１：３０まで
　　　　図書館本館  《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

6㈮
人形劇団えりっこ ｢今夜は食べほうだい！｣
１８：３０　青少年研修センター
　　　　　　　　　　　《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

6㈮
7㈯

ワニ祭り（ステージ、露店など）
６日１５：００、７日１４：００　輪西７条グリーンモール
　　　　　　　　　《詳細》☎４３ー５８４６（輪西商店街振興組合）

6㈮
～8㈰

　　　室蘭書道連盟 室蘭書道展
　　　１０：００　文化センター  

熊谷勝と仲間たち写真展 ｢野の鳥の四季Ⅵ｣
６日１３：００、7・8日１０：００
　　　　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎２４ー３４２３（熊谷）

7㈯
8㈰

祝津神社祭典（露店）
  ９：００　祝津臨海公園（祝津町会館裏）
   《詳細》☎２７ー１８９１（谷口）

小橋内稲荷神社・ふるさとこどもまつり（露店）
７日１５：００､ ８日１１：００
　　　　 小橋内１丁目公園 《詳細》☎２２ー３４９８（真田）

8㈰ 

綜合楽器サマーコンサート（ピアノ発表会）
１４：００　市民会館  《詳細》☎４４ー８７７３（藤倉）

　　　北海道和太鼓サミット コンサート
　　　　（特別出演 和太鼓松村組）

　　　 ※小学生は無料､ 未就学児は入場不可。
　　　 １５：００　文化センター 《詳細》☎４３ー２３３３（櫛引）

10㈫
劇団えるむ舞台「地べたっこさまやぁ～い」

※低学年以下が対象。
１９：００　市民会館   《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

11㈬
健康教室 お話「脱水予防について」と健康体操
１３：３０　ふれあいサロンよってけ浜町
　　　　　　《詳細》☎２４ー２１１２（地域包括支援センター母恋）

12㈭

室蘭グラウンドゴルフ協会 交流大会
※用具はあります。

  ８：３０　中島公園野球場 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

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

12 ㈭
～14 ㈯

はんどめいどマーケット（ビーズ、レースなどの手作り作品）
１０：００　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
   《詳細》☎５５ー２７２２（鈴木）

13㈮ 
ふれあいサロンお元気講座  健康管理で介護予防
「健康な毎日を過ごすために」～食生活を見直そう～
１３：００　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
  　　　  《詳細》☎５０ー６６１１（同サロン）

14㈯

カワイ音楽教室 室蘭地区発表会
１０：３０、１３：３０　市民会館
 　　   《詳細》☎０１１ー２３１ー８６７４（カワイ音楽教室）
母恋駅を愛する会
「社会を明るくする運動のお話」と「平和の紙芝居」
１３：３０　母恋駅  《詳細》☎２３ー３８０１（仁岸）

14㈯
15㈰

御崎神社祭典（露店）
１４日１７：００、１５日１１：００　
　　　 　同神社前広場 　　　　  《詳細》☎２３ー０６４７（佐々木）

14㈯
～16㈪

現代の書 創作展
１０：００　ＮＨＫプラザミュー　　　

16㈪

　　　都山流尺八楽　第３０回北海道支部演奏会
　　　 １２：００　市民会館 《詳細》☎４３ー５３３２（富田）

　　　秋川雅史＆Ｎ響メンバーによる弦楽五重奏
　　　名曲コンサート
　　　 １６：００　文化センター
 　　　　  《詳細》☎４４ー９９２２（室蘭音楽文化協会）

17㈫
18㈬

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）

19㈭
～21㈯

グリン文化教室作品展（手織り、陶芸、パッチワーク）
１０：００　グリンデパート　　

19㈭
～22㈰

　　　市民文化祭 港の写生会（小・中学生の作品）
　　　  １０：００　市民美術館　　   

20㈮
蘭岳コンサート（クラシック、ピアノ：山崎わかな）
１８：００　室蘭工業大学 大学会館
 　　　 《詳細》☎４６ー５０２８（同大学 総務グループ）

20㈮
～22㈰

ローズマダー絵画作品展（油彩、デッサン）
１０：００　ＮＨＫプラザミュー　　　　

21㈯ 毎日こどもピアノコンクール 室蘭地区予選
１０：３０　市民会館 　　  《詳細》☎４４ー１１５６（エルム楽器）

21㈯
22㈰

輪西神社祭典（露店）
２１日１２：００、２２日１０：００　同神社

22㈰

毛ガニ祭り
  ９：００　公設地方卸売市場 水産棟

室蘭民謡連合会 民謡決勝大会
１０：００　市民会館　　　　　　　　

がんばれ！東日本チャリティーマーケット
１０：００　青少年研修センター

24㈫

映画「ルルドの泉で」上映会
１４：３０　市民会館
映画 ｢グレン・グルード 天才ピアニストの愛と孤独｣
上映会
１８：３０　市民会館 　　《詳細》☎０９０ー９７５０ー０６２０（堀岡）

24㈫
～8/15㈬

熊谷善正展－人生を辿る写実と幻想的世界－（油彩）
１０：００　市民美術館   《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

25㈬
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ー２１１２（地域包括支援センター母恋）

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

26㈭ 
～28㈯

押し花＆プリザーブドフラワー展
１０：００　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎８６ー０１６５（小澤）

26㈬ 
～29㈰

　　　 日照市友好都市締結１０周年記念
　　　日照市 ･室蘭市 児童生徒書画作品展
　　　  １０：００　モルエ中島

 《詳細》☎４３ー９０９２（市･総務課国際交流）

27㈮ 
～29㈰

　　　 日照市友好都市締結１０周年記念
　　　日照市農民画作品展（日照市 農民の作品）
　　　  １０：００　市民美術館
　　　　　　　　 《詳細》☎４３ー９０９２（市･総務課国際交流）

平和のための戦争写真展
１０：００　イオン室蘭店  《詳細》☎８５ー９２１０（北原）

28㈯ 荒木ピアノ教室 発表会
１４：３０　市民会館  《詳細》☎４３ー７３２５（荒木）

29㈰

　　　茶道裏千家 淡交会室蘭支部 港まつり協賛茶会
　　　    ９：００　文化センター　　 

　　　オカリナ・リコーダー サマーコンサート
　　　  １３：３０　ＮＨＫプラザミュー 
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有料
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有料

※低学年以下が対象。

《詳細》☎０９０ー９４３７ー０９４０（木村）

　《詳細》☎０９０ー３１１６ー１１０３（池野）

《詳細》☎２７ー４７７５（小清水）

《詳細》☎４３ー５７１９（新井山）

《詳細》☎４３ー２７０１（橋本）

《詳細》☎２７ー２９８１（吉能）

《詳細》☎４４ー５９６４（髙田）

《詳細》☎４３ー８４３０（髙木）

《詳細》☎４３ー２８９５（富盛）

《詳細》☎２２ー５１６１（北海道新聞）

 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

《詳細》☎４４ー１２８１（同事務局）

《詳細》☎４４ー２１３６（同神社）

《詳細》☎０９０ー８２７２ー３６５３（越谷）《詳細》☎８６ー７８２０（金川）
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