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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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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)

ヴィーナークランク
吉井眞琴門下生によるヴァイオリン発表会
13:00　市民会館 　　　　 　　　 《詳細》☎４４－１４７５(清原)

加藤登紀子コンサート2013
18:30　文化センター  《詳細》☎44－ 9922（室蘭音楽文化協会)

ステンドグラス作品展
10 : 00　11日は15:00まで
　　　　ＮＨＫプラザミュー  　 《詳細》☎43－7257(小田桐）

所蔵作品展「空間表現 墨」 －躍動あふれる筆感－（書）
10:00　市民美術館　　　　     　 《詳細》☎22－1124(同館)

むろらん‘72サマーコンサート
18:30　文化センター　  　  　　　《詳細》☎２３－７７５４（立野）

白鳥台フェスティバル （露店、ステージ）
10日 16:45、11日 10:00
　　　　白鳥台中央自治商店会駐車場《詳細》☎59－4649(上西)

楽友会演奏会  大谷室蘭高等学校吹奏楽部ＯＢ会

15 :00　文化センター《詳細》☎88－2282(オートパーツウチダ)

室蘭栄高校吹奏楽部ＯＢ奏友会  定期演奏会
15 :30　市民会館　　　　   《詳細》☎080－1865－1185(上埜)

防空壕・トーチカ展「室蘭1945」 （写真と図面の展示）
13:30　イオン室蘭店   　　 　　   《詳細》☎83－1773(鈴木)

室蘭ウオーキング協会  すこやかクリーンウオーク
「鳴り砂の浜＆ビオトープ」
  9：00　輪西公園(輪西町1－34)集合《詳細》☎44－1493(今野)

トキタ  ヒロシ展 （水彩、油彩）
 6 日 13:00、7～11日 10:00
　　　　市民美術館　　　 　　　  《詳細》☎22－1124(同館)

中嶋神社祭典 （露店）
４日 15:00、５日 9:00 
　　　   同神社　　　　　　　　《詳細》☎45－5800(同神社)

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)

母恋駅を愛する会
梅后流かっぽれと室蘭八景についてのお話
13：30　母恋駅             《詳細》☎090－8636－1960(久保田)

むろらん裸みこし
18 :30   中央町旧アーケード街　　《詳細》☎22－8211（舟本）

ふれあいサロンお元気講座 （口元から若々しく）
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）

劇団カッパ座「ねこときんぎょ」「にこにこきぶん」
18:30　文化センター《詳細》☎23－1415(カッパ友の会西事務所)

高文連室蘭支部  美術展・研究大会
  9 :30　文化センター《詳細》☎44－5712(室蘭工業高校･藤井）

地球岬・満月の会  満月鑑賞会
日の入り 18：29、月の出 18：13、月の見ごろ 20～22日
　　　　 地球岬展望台　    《詳細》☎090－3116－1103(池野)

野の花の会10周年記念  山野草の写真展
10:00　市民美術館　　　 《詳細》☎090－1644－7154(村田）

東地区サマーフェスティバル （盆踊り、露店）
  15日 17：00 露店、18：00 子ども盆踊り、19：00 一般盆踊り
16日 17：00 露店、18：00 子ども盆踊り、19：00 仮装盆踊り
　　　　 イオン室蘭店駐車場　　   《詳細》☎43－4349（増川）

ウエストサマーフェスティバル （盆踊り、露店）
  17日 11：00 露店、18：00 子ども盆踊り、19：00 一般盆踊り
18日 10：00 露店、18：00 子ども盆踊り、19：00 仮装盆踊り
東室蘭駅西口広場 《詳細》☎43－4869(オノデラ西口店･川村）

室蘭八幡宮祭典 （露店）
14日 12：00、15日 10：00
      　　 中央町　　　　　　　　  《詳細》☎22－8211（舟本）

有料

いけ花池坊  巡回講座
10 :00 　市民会館　　　　　　　　 《詳細》☎27－2067 (大友)

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)

コーラスぽっぷすポップス
真夏の夜の夢のまた夢 （合唱）
15：00　文化センター　　　　　　《詳細》☎43－5944（山本)

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)

アンサンブル・ヴェルヴ公演  一夜の音楽会
（クラシックとモダン）
18:30　市民会館　　　     《詳細》☎090－3573－3085 (伊勢)

ふくろう文庫ミニ特別展
「唐絵手鑑  筆耕園（からえてかがみ  ひっこうえん）」
（室町時代以降の中国絵画を集め、貼り付けたとされる６０図を収載)
10 :00　図書館本館　　　    　　  《詳細》☎22－1658 (同館)

映画・日本の青空Ⅲ
「渡されたバトン～さよなら原発～」上映会
10：30、14：00、18：00  市民会館  《詳細》☎83－6633 (渡部)

熊野神社祭典 （露店）
31日 18：00 、9月1日 9：00　
　　　　 水元町うぐいす公園　　   《詳細》☎43－0855 (星野)

有料

有料

有料

有料

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)

御傘山神社祭典 （露店）
３日 12:00、４日 10:00　
　　　　御前水公園(御前水町会館裏) 《詳細》☎22－3909(同神社)

陣屋稲荷神社祭典 （露店）
３日 13:00、４日 11:00
　　　　陣屋町会会館周辺 　　　   《詳細》☎５９－７２３２(本間)

※催しはありません。
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