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ふくろう文庫ミニ特別展「平安墨宝（ぼくほう）」
（書道の基礎を築いた 100 人の名筆を収載）
10:00　20日は11:30まで
　　　　図書館本館　　　　　　　 《詳細》☎22－１６５８（同館)

熊谷 勝 写真展「野の鳥の四季Vol.7」
5日 13 : 00、6日～7日 10 : 00
　　　　ＮＨＫプラザミュー 　　   《詳細》☎2４－３４２３(熊谷)

小橋内稲荷神社  ふるさとこどもまつり（露店）
6日 15 : 00、7日 9 : 30
　　　　小橋内１丁目公園 　　      《詳細》☎22－３４９８(真田)

カントリーフェスタ in 室蘭
10: 00　市民会館　　         《詳細》☎０９０－８６３４－８４１５(野口)

カワイ音楽教室  室蘭地区発表会
10：30、13：30　市民会館     《詳細》☎０１１－２３１－８６７４(塚原)

むろらんIT勉強会
13:30　中小企業センター   　　     《詳細》☎８３－６６６２(鳥山)

母恋駅を愛する会  社会を明るくする運動のお話
13:30　母恋駅   　　    《詳細》☎090－9750－0620(久保田)

室蘭地区民謡連合会  民謡民舞発表大会　
10: 00　市民会館　　         《詳細》☎０９０－０４３７－０９４０(木村)

輝彩会  水彩画展
9日 13 : 00、10～15日 10 : 00
　　　　市民美術館　　　　　　　《詳細》☎22－1124(同館)

室蘭グラウンド・ゴルフ協会  交流会
  8:40　入江運動公園芝生広場 　　《詳細》☎43－６１３０(井山)

ローズマダー絵画展 （油彩、デッサン）
10：00　ＮＨＫプラザミュー　  　 《詳細》☎24－5607(本田)

祝津神社祭典 （露店）
13日 13 : 00、14日 12 : 00  
　　　　祝津臨海公園 (祝津町会館裏)《詳細》☎27－1891(谷口)

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)

ふれあいサロンお元気講座 （健康な食生活）
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)

はんどめいど作品展＆手作りマーケットin八丁平
10:00　住まいのウチイケ モデルハウス内（八丁平5－44－5）
　         　　  　　　　　　　　　《詳細》☎55－2722(鈴木)

潮風を感じる街並み  －武田 貢 水彩展－
10: 00　市民美術館　　　　　　　《詳細》☎22－1124(同館)

健康教室  夏バテしない身体を作ろう！
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)

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

御崎神社祭典 （露店）
13日 17：00、14日 11：00
　　　　 同神社広場前　　　　　  《詳細》☎22－２４２５ (藤井)

めだかの学校20周年記念「海の日フェスティバル」
（合唱とダンス）
14：00　文化センター　　 《詳細》☎090－2059－9690 (小鷹)

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》☎22－4095 (米田)

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》☎44－1156(エルム楽器)

油彩同好会「汀（みぎわ）」作品展
10:00　市民美術館　　　　　　  《詳細》☎22－1124 (同館)

輪西神社祭典 （露店）
20日 12：00、21日 10：00　   《詳細》☎44－2136(同神社）

地球岬・満月の会  満月鑑賞会
日の入り…19：06、月の出…19：06、月の見ごろ22～24日
　　　　 地球岬展望台　    《詳細》☎090－3116－1103(池野)

室蘭民謡連合会  室蘭市長杯争奪  民謡決勝大会
13:00　市民会館　　　　　 　　 《詳細》☎27－2981 (吉能）

健康講座 仲間と一緒なら楽しくできる！元気になれる！
  13:30　清水町会館　　　　　　  《詳細》☎22－3576(三留)

歴史と音楽のひととき （チェンバロ、声楽、トーク）
  13:00　室蘭八幡宮
　　　　　　　　　　　   《詳細》☎23－7754(立野音楽学院)

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

有料

有料

港の写生会 （小・中学生の作品）
10:00　 市民美術館　　　　　　　《詳細》☎22－1124（同館)

企画展「室蘭の消防」 （昔の消防服や、パネルなど）
10：00 　民俗資料館　　　　　　　《詳細》☎59－4922（同館)

全国中学生  海の絵画展
 8：00　旧室蘭駅舎　　　　　《詳細》☎23－0102（観光協会)

平和のための戦争写真展
10：00　イオン室蘭店　　　　　　《詳細》☎23－8025（三好)

健康相談会 （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)

茶道裏千家淡交会室蘭支部  港まつり協賛茶会
 9：30　市民会館　　　　　　　　   《詳細》☎27－1891 (谷口)

オカリナサマーコンサート
13：30　ＮＨＫプラザミュー　  　   《詳細》☎43－8430 (髙木)

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

柴崎康男・亀井由利２人展 （油彩、室蘭出身の画家）
10：00　市民美術館　  　　　　　  《詳細》☎22－1124（同館)

北洋銀行プレゼンツ クラシックコンサート （札幌交響楽団）
18:30　文化センター　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　    《詳細》☎011－232－5851 (HBCラジオ･朝田)

日曜画家作品展 （室蘭・登別・伊達市民からの公募作品）
10:00   市民美術館　　　　 　　 《詳細》☎22－1124(同館)

映画「千年の愉楽」上映会
14 :30、18 :30  市民会館  《詳細》☎０90－９７５０－０６２０(堀岡) ※整理券が必要。

※整理券が必要。

※整理券が必要。

※催しはありません。
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