
719 広報むろらん 2018年7月

月7 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。

日 行　　　　事

～1㈰

一期会 北海道支部１０周年記念展
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 有料
１０:００ 室ガス文化センター《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　
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

～15㈰
港の文学館開館３０周年記念
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 《詳細》☎２２ー１５０１（同館）

～22㈰ 鈴木秀明 油彩展
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１㈰

西いぶりファーマーズマーケット
１０:００ お元気広場（中島町1ｰ30） 《詳細》☎８３ー６８５４（同実行委員会）

前進座室蘭公演 出前芝居「くず～い屑屋でござい」有料
１４:００　市民会館 《詳細》☎５９ー４６４９（上西）

３㈫
～８㈰

第１０回 日曜画家作品展
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

３㈫
１３㈮
１９㈭

室蘭グラウンド・ゴルフ協会 有料
３日…室蘭市長杯 １３日…交流会 １９日…夏季交歓北海道大会
８:５０　入江運動公園芝生広場ほか 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

5㈭・12㈭
14㈯・19㈭

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

６㈮
７㈯

第30回 ワニ祭り（ステージ、露店など）
6日１５:００、7日１４:００
　　　 輪西七条通り 《詳細》☎４３ー５８４６（輪西商店街振興組合）

６㈮
～８㈰

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

７㈯

BLUE MOMENT
～国際ソロプチミスト室蘭チャリティ宝塚OGショー～ 有料
１３：３０ 室ガス文化センター 《詳細》☎５８ー３２６５（杉山）

蘭岳コンサート ～天の川にメロディーをのせて～
（室蘭工業大学管弦楽団）
１５:００　室蘭工業大学大学会館 《詳細》☎４６ー５０１４（同大学）

７㈯
８㈰

祝津神社祭典（露店）
９:００　祝津臨海公園（祝津町会館裏）《詳細》☎２７ー３３１３（瓶子）

小橋内稲荷神社祭典・ふるさとこどもまつり（露店）
７日１５:００、８日１１:００
　　　 小橋内１丁目公園 《詳細》☎２２ー３４９８（真田）

８㈰

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃
１０:３０ イタンキ浜海岸集合 《詳細》☎２３ー１０７５（菊地）

音楽とバレエにときめいて（ソプラノ、バレエ、ピアノアノア ） 有料
１３:００、１６：００　室蘭幼稚園ホール 《詳細》☎４７ー８７８５（中森）

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

８㈰
１５㈰

室蘭ウォーキング協会 有料
８日９:００　輪西公園集合　　
１５日８：４５　地球岬駐車場集合 《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

８㈰
２２㈰

おもちゃの病院「中島」（壊れたおもちゃの修理）
８日１１:００　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
２２日１０:００　青少年科学館 《詳細》☎４６ー７５５０（水木）

１０㈫
～１６㈪

増子美恵子グラスリッツエン絵画展（グラス、花瓶など）
１０:００（１０日は１３：００から）
　　　 市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１２㈭
～１５㈰

室蘭美術協会 会員展２０１８（絵画、彫刻、工芸、陶芸など）
１０：００ 室ガス文化センター 《詳細》☎２２ー１６４３（酒井）

１２㈭
２６㈭

おはなしやさん読み聞かせ
１０:３０ イオン室蘭店 《詳細》☎４３ー５９１２（吉田）

１３㈮

ふれあいサロンお元気講座 ①もっと身近な薬局に
②夏バテ予防の食事について～夏を乗り切ろう！！～
１３:００　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）

《詳細》☎５０ー６６１１（同サロン）

映画『ブランク１３』上映会 有料
１４:３０、１８:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

１３㈮
２８㈯

きがるにノルディックウォーキング 有料※有料で貸ポールあり。
１３日９：３０　入江運動公園駐車場集合
２８日９：３０　室蘭水族館集合 《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

日 行　　　　事

１４㈯

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ｰ231ｰ8674（塚原）

母恋駅を愛する会　
平和の紙芝居「炎が走る港」、合唱
１３:３０　母恋駅 《詳細》☎２３ー３８０１（仁岸）

西胆振オカリナ・サマーコンサート
１４:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４３ー８４３０（髙木）

１４㈯
１５㈰

御崎神社祭典（露店）
１４日１７:００、１５日１１:００
　　　 同神社前広場 《詳細》☎２２ー２４２５（藤井）

１４㈯
～１６㈪

魚拓作品展・魚拓体験会
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ2694ｰ1379（斉藤）

１５㈰

野鳥の会探鳥会 海鳥・イルカウオッチング 有料 ※7/7まで
９:３０ スターマリン（道の駅「みたら室蘭」横） 申し込み。

《詳細》☎４３ー３７５２（新山）

名作こども映画会『ちいさなジャンボ』有料
１０：２０ 室ガス文化センター 《詳細》☎090ｰ3116ｰ9909（守屋）

ＮＡＫ北海道支部連合会 歌謡フェスティバル 有料
１２:００　市民会館 《詳細》☎８５ー４８８０（舛甚）

オヤジ達のバンドパラダイスライヴinオルガンハウス 有料
１９:３０ オルガンハウス（中央町2ｰ8ｰ1）《詳細》☎090ｰ7051ｰ5436（平野）

１６㈪
港見学会・「港湾の役割」パネル展示

※港見学会については、お問い合せください。
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎27ｰ3167（港湾事務所）

１７㈫ 健康講座 人権教室
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

１７㈫
１８㈬

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ー４０９５（米田）

１８㈬
～２５㈬

ボールペンスケッチ画展と魚拓の2人展
９:３０　道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ2814ｰ0025（今野）

２１㈯

毎日こどもピアノコンクール 室蘭地区予選 有料
１１:００　市民会館 《詳細》☎４４ー１１５６（エルム楽器）

北海道言友会室蘭ブロック例会 有料 ※吃音のある人、保護者
１７:３０　障害者福祉総合センター（ぴあ216） 先生などが対象。　　

《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

２１㈯
２２㈰

輪西神社祭典（露店）
２１日１２:００、２２日１０:００　同神社境内《詳細》☎４４ー２１３６（同神社）

２２㈰

室蘭蘭友会 講習会（出品株の紹介と人気投票）
１３:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４３ー７２５５（小田桐）

荒木音楽教室ピアノ発表会
１４:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー７３２５（荒木）

２4㈫
～9/30㈰

トルソの形 佐藤光雄展ｰ愚直に描いて５０年 （ー油彩）
１0：００（24日は12:00から）　市民美術館《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２７㈮ 源氏物語に親しむ 横笛～よこぶえ～ 有料
１３：００　港の文学館 《詳細》☎５５ー５３６３（増子）

２８㈯
地球岬・満月の会 満月鑑賞会 ※催しはありません。
月の出…１９:１７、日の入り…１９:０１、月の見ごろ…27～29日
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

２８㈯
２９㈰

縄文文化パネル展
９:３０　道の駅「みたら室蘭」《詳細》☎２４ー９５１２（胆振総合振興局）

平和のための戦争展
１０：００ イオン室蘭店 《詳細》☎２４ー６８２４（酒本）

第１回 ローズフォトパネル展
１０:００（２８日は１２：００から）
　　　 ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎２７ー４７５０（奥村）

２９㈰

茶道裏千家淡交会室蘭支部 港まつり協賛茶会（薄茶席）有料
９:４５　市民会館 《詳細》☎２２ー６４３８（菊地）

表千家室蘭茶道同好会 お茶会（立礼式）有料
１０:００　室蘭プリンスホテル 《詳細》☎２２ー３８８６（内山）

３０㈪ 歌謡講座歌謡発表会　
１２:００　市民会館 《詳細》☎４６ー１８１７（井上）

３１㈫
～8/5㈰

手わざ工房の仲間達（木工、焼き物など）
１０:００（３１日は１５：００から）
　　　 道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ9432ｰ6416（堀井）


