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他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

～4㈰ 平和都市宣言啓発事業 特別展 戦後70年｢戦争と平和展｣
10：00　民俗資料館 《詳細》☎59-4922（同館）

～平成28年
3/31㈭

「ことばと日本の心」展（後期）
「室蘭ゆかりの俳人色紙」「源氏物語を詠む」
10:00　港の文学館 《詳細》☎22-1501（同館）

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

1㈭
～31㈯

木のおもちゃを作ろう教室 （ふくろう、オートバイなど） 有料
11:00　（24・25日はお休み）
　　　　グリンデパート 《詳細》☎090-4872-9058（江口）

 1㈭・3㈯
 8㈭・10㈯
15㈭・17㈯

ふくろう文庫ミニ特別展「釈尊絵伝」
 （釈迦の生涯を描いた仏伝図）
10:00　（17日は11:30まで）
　　　　図書館本館 《詳細》☎22-1658（同館）

2㈮
夜の社会科見学 むろらんカルチャーナイト   ※参加施設のみ。
17:00　公共・民間施設 《詳細》☎84-1662（同実行委員会）

アンサンブルヴェルヴ室蘭公演～ミュージック･アラカルト～ 有料
18:30　市民会館 《詳細》☎090-3573-3085（伊勢）

2㈮
～4㈰

市民文化祭 室蘭書道連盟 書道展
10:00　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎59-5914（恒遠）

コバルト会 水彩画展
10:00　イオン室蘭店 《詳細》☎44-0324（小野） 

2㈮
～6㈫

らいらっくパステル画展
10:00　グリンデパート 《詳細》☎44-1281（同店）

3㈯
室蘭市小・中・ろう学校合同音楽会
10:00　文化センター 《詳細》☎44-1332（市教育研究会）

蘭岳コンサート （ピアノ：佐藤邦子　ソプラノ：越後小百合）
15:00　室蘭工業大学大学会館 《詳細》☎46-5028（同大学）

4㈰
市民文化祭 室蘭三曲協会60周年記念演奏会 （筝

こと

・尺八・三味線）
13:00　市民会館 《詳細》☎55-2606（松井）

室蘭和太鼓會 20周年記念演奏会 有料
14:00　文化センター 《詳細》☎43-2333（櫛引）

8㈭
～11㈰

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

 8㈭
22㈭

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）

10㈯

シルバーフェスティバル （包丁研ぎ、陶芸体験など）
10:30　旧室蘭駅舎 《詳細》☎45-8155（シルバー人材センター）

母恋駅を愛する会 今清子一人芝居と女流講談
13:30　母恋駅 《詳細》☎090-8636-1960（久保田）

プレリュード・コンサート 有料   （ピアノ、声楽、トランペット）
16:00　市民会館 《詳細》☎44-5749（尾﨑）

10㈯
～12㈪

刑務所作業製品即売会 （家具、革靴・バッグなど）
10:00　スーパーアークス室蘭中央店
 《詳細》☎011-781-2011（札幌刑務所作業部門）

11㈰

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

ネパール地震 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）

12㈪ 市民文化祭 室蘭吟道協議会 吟道大会
 9:30　文化センター 《詳細》☎45-6528（小林）

14㈬

健康教室 お話｢認知症｣と｢薬の話｣、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）

はかまだ雪絵 新曲発表チャリティーショー 有料
18:30　市民会館 《詳細》☎090-9754-6569（小林）

14㈬
～18㈰

みずゑの会 水彩画展
10:00　イオン室蘭店 《詳細》☎46-3459（松本）

15㈭
ふれあいサロンお元気講座 健康講座～動脈硬化を防ぐ～
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）

15㈭
～18㈰

市民文化祭 室蘭文化連盟 趣味の作品展
10:00　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎86-0606（白木）

手作りショップ （ニット、パッチワーク、レースなど20店）
10:00　グリンデパート 《詳細》☎44-1281（同店）

17㈯

悠悠ライフ文化祭 （舞踊、カラオケ）
12:00　市民会館 《詳細》☎45-7082（松浦）

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

「文語の苑」シンポジウム in 北海道   ※整理券が必要。
―文語の響きを室蘭から全国に発信―
13:00　港の文学館 《詳細》☎22-1501（同館）

日 行　　　　　　事
17㈯
18㈰

ＭＯＡ美術館 室蘭・登別児童作品展
 9:00　旧室蘭駅舎 《詳細》☎44-2392（同実行委員会）

18㈰

室蘭民謡連合会 民謡決勝大会
13:00　市民会館 《詳細》☎23-2937（岩城）
合唱団あすなろ うたごえ喫茶 有料
13:30　白鳥台会館 《詳細》☎86-4643（田中）
北海道大谷室蘭高等学校 吹奏楽部 定期演奏会 有料  

※小学生以下は、無料。
16:30　文化センター 《詳細》☎44-5641（同校・鈴木）

19㈪
秋の憲法のつどい　評論家 孫崎享 講演会
「集団的自衛権と日本の安全」 有料
18:30　市民会館 《詳細》☎22-4714（増岡）

20㈫ 健康講座 絵手紙を楽しむ  ※用具は不要。
13:30　清水町会館 《詳細》☎23-3761（鈴木）

20㈫
～23㈮

きるとスペース｢和空間｣ 手づくりバッグ展
10:00　グリンデパート 《詳細》☎44-1281（同店）

21㈬

室蘭グラウンド・ゴルフ協会 秋季会長杯 有料
 8:30　入江運動公園芝生広場 《詳細》☎43-6130（井山）
スペシャル・トリオ コンサート
 （ギター：マリア・エステル・グスマン、手塚健旨　ピアノ：高木洋子）
18:00　室蘭工業大学大学会館
 《詳細》☎46-0167（室蘭ギター音楽院）

21㈬
～25㈰

市民文化祭 室蘭地区陶芸協会 公募展
10:00　港の文学館 《詳細》☎090-1521-5419（新谷）

22㈭
映画｢みんなの学校｣上映会 有料
14:30、18:30　市民会館 《詳細》☎090-9750-0620（堀岡）
ビバ！メキシコ2015 （民族音楽など） 有料
18:30　文化センター 《詳細》☎011-642-5601（民主音楽協会）

22㈭
～25㈰

こども絵画教室アトリエ庵 作品展 （水彩、油彩、立体造形など）
10:00　イオン室蘭店 《詳細》☎47-9338（岡本）

23㈮
海流座公演
アンデルセン『絵のない絵本ともうひとつの物語』セレナード 有料
18:30　市民会館 《詳細》☎22-7063（井村）

23㈮
24㈯

秋冬あみもの作品展 （手あみ、機械あみ）
10:00　蘭西ギャラリー 《詳細》☎24-5818（室蘭ニットルーム）

24㈯

ワニワニクラブ開設15周年記念 ぷらっと･ふれあい音楽会 有料
13:30　市民会館 《詳細》☎090-5223-3969（吉田）
ビブリオバトル世界大会　  ※観戦のみ。
15:00　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
 《詳細》☎090-7513-4675（松田）

24㈯
25㈰

北海道小品盆栽会･緑寿会合同展 秋季盆栽展
10:00　市民会館 《詳細》☎46-3412（砂金）

イタンキアイヌ刺
し

繍
しゅう

展示会
10:00　イタンキ生活館（東町3-13-26）
 《詳細》☎090-2050-1940（坂下）
陶芸｢陶広会｣・いけ花｢草月室蘭会｣
暮らしを彩る｢陶｣と｢いけ花｣作品展
10:00　グリンデパート 《詳細》☎090-8278-7549（佐藤）
映画｢モルエラニの霧の中｣パネル展
10:00　グリンデパート 《詳細》☎090-8278-7549（佐藤）
室蘭プラ模愛好会 プラモデル作品展
24日12:00、25日10:00
　　　　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎86-7179（宇野）

25㈰

室蘭西中学校吹奏楽部 定期演奏会
14:00　文化センター 《詳細》☎25-1000（同校・菊地）
洗足学園音楽大学同窓会・洗足学園短期大学同窓会
西部北海道支部 支部コンサート （ピアノ、管楽器、合唱）
14:00　市民会館 《詳細》☎0144-61-5212（菅原）
チャリティー・オールディーズ20th記念
ミュージック フェスティバル 有料
17：00　蓬 殿 《詳細》☎090-8895-8205（佐藤）

27㈫
地球岬・満月の会 満月観賞会  ※催しはありません。
日の入り…16:38、月の出…16:42、月の見ごろ 26～28日
　　　　地球岬展望台 《詳細》☎090-3116-1103（池野）

28㈬
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）

29㈭
～31㈯

手づくり和こもの作品展と着物骨董市
10:00　蘭西ギャラリー 《詳細》☎22-7406（丹羽）

31㈯ 第10回 調べの会コンサート 琴＆フルートの夕べ
16:00　室蘭工業大学大学会館 《詳細》☎090-6264-8181（東川）

31㈯
11/1㈰

ＷＡＣ室蘭 趣味の作品展 （編み物、絵手紙、油彩など）
10:00　イオン室蘭店 《詳細》☎45-2034（岩沢）

31㈯～
11/3㈫

村形蘭雪 書展 
10:00　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎23-9162（村形）
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