8

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。

日

行

日

事

（写真）
〜8/15㈬ 撮りフェス in 室蘭2018 作品展
９:３０ 旧室蘭駅舎

《詳細》☎２３ｰ０１０２
（観光協会）

トルソの形 佐藤光雄展−愚直に描いて５０年−（油彩など）

〜9/30㈰ １２日１４:００ ギャラリートーク
１０
：
００ 市民美術館

7/28㈯ 本輪西ほたるの会 ホタル観賞会 ※虫よけスプレーは入場前に使用。
〜8/19㈰ １９:３０ 栗林庭園（本輪西町） 《詳細》☎090ｰ2814ｰ8612（工藤）

手わざ工房の仲間達（木工、焼き物など）

7/31㈫ ２日８:００ たたら製鐵実演と体験（雨天時は翌日）
※たたら製鐵の詳細は☎080ｰ3236ｰ5175（石崎）まで。
〜8/5㈰ １０:００（７月３１日は１５：００から）
道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ9432ｰ6416（堀井）

１㈬
２２㈬
２㈭
３㈮
３㈮
〜５㈰

室蘭グラウンド・ゴルフ協会

有料

１日…市民交流会、２２日…夏季市民体育大会
８:３０ 入江運動公園芝生広場
《詳細》☎４３ｰ６１３０
（井山）

輪西稲荷神社 祭典（露店）

土と遊ぼう！ 陶芸体験教室

１０:００、
１３:３０ 市民美術館

有料 ※事前に申し込みが必要。

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

ローズマダー 油絵作品展

《詳細》☎４７ｰ９９３８
（伊藤）

※有料で貸ポールあり。
ノルディックウォーキング 有料
３日９:３０ 崎守臨海公園集合
９日９:３０ 中島公園野球場集合 《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

御傘山神社 祭典（露店）

４日１２:００、５日１０
：
００
御前水公園（御前水町会館裏）《詳細》☎２２ｰ３９０９
（同神社）

４㈯
５㈰

《詳細》☎５９ｰ４６９４
（花田）

中嶋神社 祭典（露店）
４日１５:００、５日９
：
００ 同神社境内
4㈯･ 5㈰ 輪西ものづくり工房2018
（鉄や木を使った小物づくり）

《詳細》☎４５ｰ５８００
（同神社）

有料

※小学生以上が対象。

11㈯･12㈰ １０:００ 輪西八条アトリエ（輪西町2ｰ3ｰ6）《詳細》☎８４ｰ５５１０（須藤）
４㈯
２５㈯

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃

１３:００ イタンキ浜集合

《詳細》☎２３ｰ１０７５
（菊地）

室蘭ウォーキング協会 歴史ウオーク北海道命名百五十年
貴方が北海道石標の謎を解く 有料
９:００ 中島公園野球場集合

５㈰

《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

北海道知事優勝旗争奪全道民謡決勝大会
９:３０ 市民会館

有料

《詳細》☎090ｰ9512ｰ6876（小松）

吉井眞琴 ヴァイオリン教室発表会

１３:００ 室ガス文化センター

８㈬
８㈬
〜１２㈰
９㈭

１１㈯
１２㈰
１２㈰
１２㈰
２６㈰
１４㈫
１４㈫
１５㈬
１５㈬
１７㈮
〜１９㈰

《詳細》☎090ｰ3396ｰ8084（清原）

健康教室 薬のお話と認知症予防

１８㈯
１９㈰

２０㈪
〜２６㈰

２４㈮
〜２６㈰
２４㈮
〜３１㈮
２５㈯
２５㈯
２６㈰

１２:００、１４:３０
室ガス文化センター
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《詳細》☎２２−３１５６
（同センター）

室蘭栄高等学校吹奏楽団ＯＢ会 奏友会定期演奏会

１５:３０ 市民会館

《詳細》080ｰ6092ｰ0325（多田）

（壊れたおもちゃの修理）
おもちゃの病院「中島」

１２日１１:００ ふれあいサロンほっとな〜る（中島町）
２６日１０:００ 青少年科学館
《詳細》☎４６ｰ７５５０
（水木）

むろらん裸みこし

１８:３０ 中央町旧アーケード街

《詳細》☎２２ｰ５８８７
（日栄）

室蘭八幡宮 祭典（露店）

１４日１２:００、１５日１０:００
裏浜通り（中央町）

《詳細》☎２４ｰ５５０８
（丸山）

ふれあいサロンお元気講座
くがはら内科クリニック院長 久我原明朗医師のお話

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）

イタンキ浜鳴り砂を守る会「鳴り砂と海の環境を学ぼう」
田中正輝「私の一年・絵手紙展」
９:３０ 道の駅「みたら室蘭」

《詳細》☎２３ｰ１０７５
（菊地）

１８日…１１:００ 露店、１８:００ 子ども盆踊り、１９:００ 一般盆踊り
１９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ｰ３３４５
（米塚硝子店）

白鳥台フェスティバル（露店、ステージ）
１８日１７:００、１９日１０
：
００
白鳥台中央自治商店会駐車場 《詳細》☎５９ｰ４６４９
（上西）
熊谷勝と仲間たち写真展「野の鳥の四季Vol.12」

１０:００
（20日は13:00から）
道の駅「みたら室蘭」

《詳細》☎２４ｰ３４２３
（熊谷）

絵画サークル マーブル作品展（油彩、水彩、デッサンなど）

１０:００ イオン室蘭店

《詳細》☎４７ｰ９９３８
（伊藤）

交通安全パネル展示

10:0０ 道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ3897ｰ7944（小野）

映画『モリのいる場所』上映会

１４:３０ 市民会館

熊野神社 祭典（露店）
２５日１７:００、２６日９:００
うぐいす公園（水元町）
ダンスコレクション2018

有料

《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

《詳細》☎４３ｰ０８５５
（星野）

有料

２６㈰
9/1㈯

※申し込みが必要。
糸かけ曼荼羅ワークショップ 有料
１０:００ 雑貨ミニマム（中央町2ｰ8ｰ10）《詳細》☎090ｰ2812ｰ7833（山崎）

２８㈫
２９㈬

有料

10:00 道の駅「みたら室蘭」 《詳細》☎090ｰ3891ｰ5277（高橋）

（ヒップホップ、ジャズダンス、フラダンス、バレエ）
１３:３０ 室ガス文化センター
《詳細》☎090ｰ2076ｰ9350（赤塚）

全道展室蘭地区作家展（油彩、水彩、工芸など）

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
『ソドー島のたからもの Ｖｏ
ｌ.２』

懐かしの昭和展「音と映像で振り返る昭和の風景」

２６㈰

２７㈪

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

有料

《詳細》☎４４ｰ５６４１
（鈴木）

２２㈬
川村弘文 工芸作品展（織、螺鈿、版画、鋳造など）
《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）
〜9/2㈰ １０:００ 市民美術館

１３:３０ ふれあいサロンよってけ浜町
《詳細》☎２４ｰ２１１２
（地域包括支援センター母恋）
１０:００ 市民美術館

《詳細》☎２３ｰ７７５４
（立野）

ウエストサマー
ーフェスティバル（盆踊り、露店）

《詳細》☎８３ｰ１７７３
（鈴木）

陣屋稲荷神社 祭典（露店）
４日１４:００、５日９:００
陣屋町会会館周辺

１４:００ 室ガス文化センター
１４:００ 市民会館

進駐米軍が写した室蘭の戦争写真展

１３:００ イオン室蘭店

《詳細》☎２３ｰ３８０１
（仁岸）

有料

北海道大谷室蘭高等学校吹奏楽部 第５回特別公演

２日１７:００、３日１０:００ 同神社境内《詳細》☎090ｰ6442ｰ1511（小林）

１０:００ ＮＨＫプラザミュー

３㈮
９㈭

１３:３０ 母恋駅

１１㈯

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

7/26㈭ 全国中学生海の絵画コンクール展示会（西いぶり地区作品）
〜8/2㈭ １０:００ スーパーアークス室蘭中央店 《詳細》☎２３ｰ５００１（室蘭運輸支局）

行
事
母恋駅を愛する会 魅惑のメロディー
コンパニア・デ・マンドリーナ（マンドリン合奏）

３０㈭

地球岬・満月の会 満月観賞会

※催し物はありません。
月の出…１８:５５、日の入り…１８:２０、月の見ごろ…２６〜２８日
地球岬展望台
《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

高文連室蘭支部 美術展・研究大会

９:３０ 室ガス文化センター《詳細》☎４４ｰ３１２8（室蘭栄高等学校）

（座右宝刊行会/編集）
ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世絵大観』

１０:００ 図書館本館

《詳細》☎２２ｰ１６５８
（同館）

３１㈮
クラフト和華10周年 おしゃれな仲間の合同発表会
《詳細》☎４５ｰ２４６８
（佐藤）
〜9/4㈫ １０:００ ＮＨＫプラザミュー

