
23 広報むろらん 2012年11月

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)

有料市民文化祭 協賛茶会 茶道裏千家淡交会
9 :00　文化センター　  《詳細》☎44－5964(髙田）

森田哲隆 チャリティー絵画展
10:00　イオン室蘭店　　　　　　《詳細》☎27－5127(森田）

室蘭地区民謡連合会 年代別民謡コンクール
10:00　市民会館　　　  　《詳細》☎090－9437－0940(木村)

オカリナ音楽＆ハーモニカ音楽の祭典
12:30　市民会館　　　　《詳細》☎45－7702(越前）

市民文化祭 室蘭地区陶芸協会 公募展 
10:00　市民美術館　　　《詳細》☎22－1124(同館）

室蘭蘭友会 講習会（カトレア、コチョウランの冬越し）
14:30　ＮＨＫプラザミュー　　　《詳細》☎23－2440(佐藤）

東日本大震災チャリティーコンサート
13:30　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
   　　　　　　　　　　　《詳細》☎090－2873－4192（川畑）

翔陽中学校ジャズバンド部 定期演奏会
14:00　文化センター　　　 《詳細》☎41－0701(同校・武石）

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

リトルピアノコンサート
15:00　市民会館　　　　　　　　 《詳細》☎45－0669(神野）

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

学校茶道茶会（裏千家淡交会室蘭支部 学校茶道連絡協議会）
9 :00　旧室蘭駅舎　　　　　　　 《詳細》☎27－1891(谷口）

円山真麗子門下生によるバイオリン・ビオラ発表会
14:00　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎080－1890－8265(円山)

北海道福祉教育専門学校・
北斗文化学園インターナショナル調理技術専門学校 学校祭

全国工場夜景サミット開催記念
｢工場夜景×室蘭夜景＋α展｣（写真展）
9 :30　3日のみ 13 : 00 から
道の駅｢みたら室蘭｣《詳細》☎090－9524－3839(森)

市民文化祭 バレエコンサート

有料

10:00　24 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

健康教室 お話「インフルエンザ対策」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)

小野有五 講演会
｢子ども達を守るために！泊原発を廃炉に｣
18:30　市民会館                          《詳細》☎43－2895（富盛）

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…16：06　月の出…15：54　月の見ごろ…11/27～29
           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)

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）

緑寿会 秋季盆栽展
10:00　市民会館　　　       　      《詳細》☎46－3412（砂金）

室蘭ウォーキング協会 すこやか｢落ち葉踏む･ふるさとの森｣ 
9 : 00　母恋駅前集合  　　　　　　《詳細》☎44－1493（今野）

小・中・ろう学校 造形展
9 :00　イオン室蘭店  《詳細》☎44－3758（桜蘭中学校･佐藤）

有料

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）

佐久間恭子 遺作展   (油彩、素描)
10:00　市民美術館                      《詳細》☎22－1124（同館）

アンサンブルコンサート2012
10:30　市民会館　             《詳細》☎44－1156（エルム楽器）

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

内モンゴル教育基金 写真展・展示即売会・フリーマーケット
10:00　ぷらっと・てついち《詳細》☎090－2872－9936（伊原）

市民文化祭 邦楽舞踊公演
11:00　文化センター  
　　　　　　　　　《詳細》☎090－8374－7319（藤間）

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）

母恋駅を愛する会 三味線の演奏会
13:30　母恋駅                            《詳細》☎23－3801（仁岸）

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）

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）

市民文化祭 菊花展覧会

市民文化祭 歌謡フェスティバル
12 :00　市民会館　　　   《詳細》☎46－1817(井上）

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》☎22－1124(同館）

有料
（伊藤まゆみバレエ研究所、緑ヶ丘バレエ研究所）
14:00　文化センター　
          《詳細》☎44－6556(伊藤まゆみバレエ研究所)

有料

有料

有料

有料

有料

市民文化祭 室蘭写真団体連合会 写真展
10 :00　13 日のみ 13 : 00 から
            市民美術館 　　  《詳細》☎22－1124（同館）

ふれあいサロンお元気講座 健康管理で介護予防
～いつまでも口から食べるために～ のみ込みの障害と肺炎について
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）

10:00　29 日のみ 11：30 から
　　　　市民美術館　　　　　　　《詳細》☎22－1124(同館)

室内グラウンド・ゴルフ愛好会 体験会

有料映画「アーティスト」上映会
14:30、18:30　市民会館　《詳細》☎090－9750－0620(堀岡)

17 日 9: 00　絵鞆小学校体育館　　　　　
24日 9: 00　知利別小学校体育館 《詳細》☎43－6130(井山)

※各３日前までに申し込み。

有料

有料

有料

有料

10:00　同校 (母恋北町)　　　　　《詳細》☎22－7711(同校）

「ドン・キホーテ」 (全幕) バレエ公演
15:00　文化センター　
　　　　《詳細》☎22－5094（教育委員会生涯学習課）

チャリティ・オールディーズ  ミュージック フェスティバル
17:00　蓬　殿　　　　　　《詳細》☎090－9757－5010(藤井)

ビリーバンバンVSブレッド＆バター　コンサート
18:30　文化センター　《詳細》☎011－642－5601（民主音楽協会)

市民文化祭 室蘭演奏家協議会 定期演奏会 

市民文化祭 室蘭音楽協会 市民オーケストラ演奏会

16:00　市民会館      　　《詳細》☎47－2636(越後)

15:00　文化センター　　《詳細》☎47－2313(立木)

有料

有料

有料

(ピアノ、声楽、管楽器アンサンブル、合唱)

究極の脱原発エンターテイメント映画「東京原発」上映会
13:30、18:30　市民会館　　 　《詳細》☎43－2895(富森）

はんどめいど作品展（布、レース、ビーズ）

墨蘭会 水墨画展 

10:00　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
   　　　　　　　　　　　　　　　《詳細》☎55－2722（鈴木）

※小学校高学年以上が対象。
人形劇団アートインAsibina「ねこはしる」有料

19:00　文化センター        《詳細》☎43－3790（室蘭子ども劇場）

独り筝ミニコンサート
14:00　鮨たかはし (中島町)           《詳細》☎45－8424（髙橋）

ひと　　ごと

9 :30　文化センター
　　　　　　　　 　《詳細》☎0142－24－1266(宍戸）
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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。
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