6

月

他のページに掲載している催しもあります。
日時・内容は、変更になる場合があります。

行

日
〜３㈰
〜１３㈬
〜7/15㈰

事

室蘭市民美術館をささえる会 白鳥大橋写真展

《詳細》☎２５ｰ３０９０
（丸山）

１６㈯

港の文学館企画展ｰ三浦清宏『海洞』の世界展

１０:００ 港の文学館

１３
：
３０ 中小企業センター

鈴木秀明 油彩展

１０:００ 市民美術館

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

２㈯・７㈭ ふくろう文庫ミニ特別展
『復元浮世絵大観』
１４㈭・２１㈭ （座右宝刊行会/編集）
２３㈯
１０:００ 図書館本館
《詳細》☎２２ｰ１６５８
（同館）

３㈰

ヤマハエレクトーンフェスティバル２０１８室蘭大会

有料

室蘭ノルディックウォーキング協会

有料 ※有料で貸ポールあり。

５日…きがるにノルディックウォーキング
グ 水族館
10日…例会 旧室蘭駅舎
９:３０ 各会場に集合
《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

１０:００
（6日は12:00から） 市民美術館 《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

パワーストーンぶらん in 室蘭（パワーストーン、レザークラフトほか）

１０:００ グリンデパート

７㈭
２０㈬
８㈮
〜１０㈰
９㈯
９㈯
１０㈰

２０㈬
〜２４㈰
２２㈮
２３㈯
２２㈮
〜２４㈰
２３㈯

有料

７日…春季市民体育大会 ２０日…交流会
８:５０ 入江運動公園芝生広場
《詳細》☎４３ｰ６１３０
（井山）

室蘭盆栽会 春季盆栽展

《詳細》☎83ｰ6854（同団体）

健康講座 お口の健康大切に（室蘭歯科医師会）

１３:３０ 清水町会館

《詳細》☎２３ｰ３７６１
（鈴木）

仲間展

（油彩）、井樫和夫（水彩）、塩谷恭子（色鉛筆画）、木村友子（陶芸）
１０:００ 市民美術館
《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

シャンシャン共和国 建国祭（フリーマーケット、ステージなど）
１０:００ シャンシャン共和国（中島町） 《詳細》☎４４ｰ２１９６
（斉藤）
文芸・書・写真のコラボ展「つなぐ」
〜白鳥大橋20周年・宮蘭航路就航記念〜

１０:００ ＮＨＫプラザミュー

《詳細》☎４４ｰ９５８３
（三村）

１ＳＴＹＬＥ〜室蘭ダンスフェスティバル〜

１６
：
３０ 市民会館

有料

《詳細》☎080ｰ1865ｰ8169（押本）

２３㈯
２４㈰

１０:００ グリンデパート

《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）

母恋駅を愛する会 かっぽれと詩吟を楽しみましょう
緑寿会 春季盆栽展

１０:００ 市民会館

《詳細》☎２３ｰ３７９０
（寺田）

１３:３０ 母恋駅

《詳細》☎２３ｰ３８０１
（仁岸）

１０:００ 市民会館

１４:００ 室ガス文化センター

室蘭地区民謡連合会 民謡民舞歌謡発表大会

《詳細》☎４６ｰ３４１２
（砂金）
有料 ※中学生以下は無料。

《詳細》☎４４ｰ３３１２
（同校・荒橋）

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃

１０日１０:３０、
２４日１３:００
イタンキ浜海岸集合

《詳細》☎２３ｰ１０７５
（菊地）

（壊れたおもちゃの修理）
おもちゃの病院「中島」
１０日１１:００ ふれあいサロンほっとな〜る（中島町）
２４日１０:００ 青少年科学館
《詳細》☎４６ｰ７５５０
（水木）

関谷洋子夫婦展（藍染、写真）

１０:００
（12日は13:00から） 市民美術館《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

浦野弘子パッチワーク作品展

１４㈭
〜１７㈰

１０:００ イオン室蘭店

１４㈭
２８㈭

１０:３０ イオン室蘭店

おはなしやさん読み聞かせ
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《詳細》☎24ｰ7930（浦野）
《詳細》☎４３ｰ５９１２
（吉田）

有料

《詳細》☎090ｰ9512ｰ6876（小松）

猫色Protectionむろらん 猫の新しい飼い主さがし

２４㈰

《詳細》☎090ｰ8895ｰ8205（佐藤）

１５:００ 市民会館

１２㈫
〜１７㈰

室蘭ＶＯＸ演劇公演
『鐵の人〜室蘭の製鉄業の祖 井上角五郎の半生』有料

華道家元池坊胆振中央会 いけばな池坊展

※譲渡猫に医療費の一部負担あり。
１１:００ 住まいのウチイケ研修センター（八丁平1ｰ42ｰ15）
《詳細》☎090ｰ6447ｰ7975（芳賀）

オールディーズライブ in らんらん橋（雨天中止）
１３:００ らんらん橋（中島町） 《詳細》☎090ｰ8708ｰ8500（柴原）

室蘭東翔高等学校吹奏楽団 定期演奏会

１０㈰
２４㈰

※就学前の子どもは無料。
室蘭文化連盟 市民音楽祭 有料
16日15:00…合唱の部、17日13:00…器楽の部
室ガス文化センター
《詳細》☎090ｰ7050ｰ6128（白木）

室蘭工業大学 明徳祭（露店、ビンゴ大会、よさこいなど）
２３日１９:００ 赤フン行列…シャンシャン共和国建国祭（中島）
２４日１０:００ 明徳寮
《詳細》☎４３ｰ００６５
（明徳寮）

８:0０ 旧室蘭駅舎

室蘭ジャズサウンド協会
ジャズフェスティバル・イン・室蘭

１０㈰

１９㈫

《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同店）

室蘭グラウンド・ゴルフ協会

※申し込みが必要。
《詳細》☎080ｰ5220ｰ9880（南川）

１６日１５:００、
１７日１４:００ 市民会館

《詳細》☎４４ｰ１１５６
（エルム楽器）

第６５回写真道展 室蘭巡回展

６㈬
〜１０㈰

１６㈯
１７㈰

西いぶりファーマーズマーケット（採れたて野菜の販売）
１０:００ お元気広場（中島町1ｰ30）《詳細》☎８３ｰ６８５４
（同実行委員会）
１４:３０ 市民会館

５㈫
１０㈰

オカリナアンサンブル「ＳｏＬａ」
ミニコンサート

１３:３０ ふれあいサロンほっとな〜る（中島町）
《詳細》☎45ｰ1335（大石）

室蘭港立市民大学講座「航路から見る室蘭と港」有料

《詳細》☎２２ｰ１５０１
（同館）

〜7/22㈰ 17日14:00 ギャラリートーク

有料

９:００ うぐいす公園（水元町）集合《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

９:３０ 道の駅「みたら室蘭」

事

室蘭ウォーキング協会 すこやかウオーク 森林浴ウオーク

三坂洋子展ｰ作品の歩みｰ（油彩、パステル画）

１０:００ 市民美術館

行

日

一期会 北海道支部１０周年記念展（油彩、水彩など）
２４㈰
〜7/1㈰ １０：００ 道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ7653ｰ3851（森田）
宮竹眞澄 心のふる里人形展 ２０１８室蘭展

２５㈪
〜7/1㈰ １０:００ 室ガス文化センター

有料

《詳細》☎0166ｰ36ｰ6221（宮竹眞澄の人形工房）

室蘭地区陶芸協会展
２７㈬
〜7/1㈰ １０:００ 市民美術館
28㈭
２９㈮
３０㈯

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

地球岬・満月の会 満月鑑賞会

28日17:00…チキウ岬灯台の開放
29日 月の出…１９:５７、日の入り…１９:１８、月の見ごろ…28〜30日
地球岬展望台
《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

映画『八重子のハミング』上映会

１４:３０ 市民会館

有料

《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

