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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》☎22－1501(同館)

～平成25年
2/23 ㈯

有料

プレリュード・コンサート
（ピアノ､トランペットによるクラシック・ジャズ・ポピュラー）
16:00　市民会館　　　           　《詳細》☎44－5749（尾崎）

企画展「写真でみる室蘭の移り変わり」  
10:00　民俗資料館　　　《詳細》☎59－4922(同館)

10:00　13 日は11:30 まで
　　　　図書館本館　　　　          　《詳細》☎22－1658(同館)

ふくろう文庫ミニ特別展 「高松宮御蔵御手鑑」
（名家の名筆を集めた国宝の書道手本の複製）

ぎょぞう  お　て　かがみ

歌謡講座発表会 
11:00　市民会館　　　　　　　 　《詳細》☎46－1817(井上）

黒ばら会 木彫作品展
10:00　ＮＨＫプラザミュー　　　　 《詳細》☎27－2500(東)

室蘭グラウンドゴルフ協会 交流大会
８:30　入江運動公園芝生広場　　《詳細》☎43－6130(井山)

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) 

室蘭市小・中・ろう学校合同音楽会
12:00　文化センター 《詳細》☎44－3756(大沢小学校・津田）

Ｙ'ｓファクトリー  ダンス発表会
SMILE 絶望からいまはじまりのとき
18:00　市民会館　　　　《詳細》☎090－5657－4820（岩城）

市民文化祭 いけ花・陶交流展  
10:00　文化センター　　《詳細》☎55－6191(髙木)

シルバーフェスティバル
（生活・健康相談、包丁研ぎ・表札書き実演、陶芸体験など）
６日11:00　７日10:00　旧室蘭駅舎　　　
　　　　　　　　《詳細》☎45－8155（シルバー人材センター）

室蘭プラモデル愛好会 プラモデル展示会　
６日12:00　７日・８日９:30
　　　　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎86－7179（宇野)

室蘭工業大学サークル主催　　　　　
ビブリオバトル in 中島商店会コンソーシアム（観戦）
（おすすめ書籍の魅力を紹介し、一番読みたくなった本に投票）
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）

手編みニット古着市とマジカルネックウォーマー講習会
10:00　講習会…９～11日11:00（材料は有料）
　　　　ホビーサロンおおひら(中央町)
　　　　　　　　　　　　《詳細》☎090－2872－2080（木村)

みずゑの会 水彩画展
10:00　イオン室蘭店　　　　　　《詳細》☎59－3350(栗山)

健康教室 お話「転倒予防」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)

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)

染紬織展　(ホームスパンと裂き織の作品)
10:00　ギャラリーあいらんど(中島町)《詳細》☎23－0363(石橋)

市民文化祭 室蘭書道連盟展  
10:00　文化センター    《詳細》☎86－7820(金川)

母恋駅を愛する会 川畑浩一 ギターの演奏会
13:30　母恋駅      　　　 　　    《詳細》☎23－3801(仁岸)

有料

有料

いけばな小原流室蘭支部 花の輪・人の輪みんなの花展
10 : 00　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎22－2333(田中)

日本野鳥の会室蘭支部 ｢測量山市民探鳥会｣
(測量山～マスイチ浜)
８: 30　測量山唐松平集合　        《詳細》☎85－9396(堀本)

秋の憲法のつどい
ドキュメンタリー映画　えん罪はなぜ起きるのか？
「ショージとタカオ」上映と桜井ショージさんのトーク
13 : 30　市民会館　　　　　    　 《詳細》☎22－4714(増岡)

北海道大谷室蘭高等学校 吹奏楽部 定期演奏会 

17: 00　文化センター 　 　《詳細》☎44－5641（同校・鈴木）

アマチュアバンド ライブコンサート
13: 30  ＮＨＫプラザミュー　 　《詳細》☎41－4243(亀山)

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

ふれあいサロンお元気講座 健康管理で介護予防
 ～介護保険の正しい使い方～
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)

室蘭地方小・中学校 ぼくの・わたしの 新聞コンクール
18日12 :00  19～21日10 :00
　　　　モルエ中島　　　　《詳細》☎22－5123(室蘭民報社)

道美展写真部胆振支部展
15日12 :00  16日・17日10 :00
　　　　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎23－6787(兼田)

絵手紙展 笑顔ひろげて20年
( 室蘭･登別･伊達の 7グループ )
10 : 00　ＮＨＫプラザミュー　 　　《詳細》☎23－7101(池田)

姉妹都市 観光と物産展 (静岡市、上越市)
10 : 00　文化センター　 　　　《詳細》☎23－0102(観光協会)

いけばな池坊巡回講座 池坊550年祭「特別講座」
10 : 00　市民会館　　　　　　　　《詳細》☎27－2067(大友)

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・菊地)

掛川源一郎写真展「海に生きる人々」
10 : 00　市民美術館　　　　　　 《詳細》☎22－1124(同館)

室蘭版画の会展 (木版、銅版)
10 : 00　市民美術館　　　 　　　《詳細》☎22－1124(同館)

日本野鳥の会室蘭支部 ｢マスイチ早朝探鳥会｣
６: 00　マスイチ展望台集合　　　《詳細》☎85－9396(堀本)

蘭岳コンサート 
室蘭工業大学管弦楽団 リコーダーアンサンブル パンの耳
15 :30　室蘭工業大学 大学会館 《詳細》☎46－5028(同大学)

日本野鳥の会室蘭支部 野鳥教室｢ヒヨドリの渡りを見る会｣
７: 00　マスイチ展望台集合　　　《詳細》☎85－9396(堀本)

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）

市民文化祭 合唱のつどい
室蘭合唱連盟 創立60周年記念演奏会
15：00　文化センター　　《詳細》☎59－5493(有賀)

市民文化祭 室蘭日本画協会展
10: 00　市民美術館　　　《詳細》☎22-1124 (同館)

有料

有料

有料
※小学生以下は、無料。

有料

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
日の入り…16：33　月の出…16：37　月の見ごろ…29～31日
           地球岬展望台　 　　《詳細》☎090－3116－1103（池野）

※自由鑑賞、催し物はありません。

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)13 ㈯

～８㈪

～19㈮

１㈪

２㈫
～４㈭

３㈬

５㈮
～７㈰

６㈯

６㈯
７㈰

６㈯
～８㈪

８㈪

８㈪
～11㈭

10㈬
～14㈰

10㈬

11㈭

11 ㈭
25 ㈭

12㈮
～14㈰

11㈭
～14㈰

13㈯
14㈰

14 ㈰

14 ㈰
21 ㈰

15 ㈪

15 ㈪
～ 17㈬

19㈮
～ 22㈪

20㈯
21㈰

18 ㈭
～ 21㈰

20㈯

21㈰

23 ㈫
～12/9 ㈰

24 ㈬
～ 28㈰

25㈭

27㈯

28 ㈰

30 ㈫

31 ㈬

31 ㈬
～11/4 ㈰

市民文化祭 三曲演奏会 (筝・尺八・三味線)  
13:00　市民会館　　　　《詳細》☎43－5332(冨田)

こと

有料

沖縄のこころのうた
古謝美佐子 with 夏川りみ コンサート
18 : 30　文化センター　《詳細》☎44－9922 (室蘭音楽文化協会)

こ　じゃ

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

日 行　　　　　　事 日 行　　　　　　事
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。
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