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日 行　　　　事

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

～３０㈰ トルソの形 佐藤光雄展－愚直に描いて５０年－（油彩など）
１０：００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

8/31㈮
～9/4㈫

クラフト和華10周年 おしゃれな仲間の合同発表会
（パーチメントクラフト、折り紙、樹脂粘土、陶芸、和紙など）
１０:００ ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４５ー２４６８（佐藤）

～12/22㈯ 開館30周年記念企画展 宮澤賢治｢物語の世界｣展１０:００　港の文学館 《詳細》☎２２ー１５０１（同館）

１㈯

劇団カッパ座公演『ふたりの王子』有料
１３:３０ 室ガス文化センター《詳細》☎４３ー８０２８（室蘭カッパ友の会）

」るあがマラド、に音のそ「演公ヴルェヴルブンサンア 有料
（クラシックとテーマ音楽、ホルン、ヴァイオリン、ピアノアノア ）　
１４:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ3573ｰ3085（伊勢）

1㈯･6㈭
8㈯･13㈭
27㈭

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）

１㈯
～３㈪

小中学生席書展
１０:００ 室ガス文化センター《詳細》☎４６ー２９００（八丁平小学校・佐藤）

２㈰ 西胆振ハーモニカ協会 ハーモニカコンサート
１３:００　港の文学館 《詳細》☎090ｰ8706ｰ4916（髙木）

４㈫
２１㈮

室蘭グラウンド・ゴルフ協会 有料
４日…市民交流会、２１日…秋季市民体育大会
８:３０　入江運動公園芝生広場 《詳細》☎４３ー６１３０（井山）

６㈭
～８㈯

うまいもの市（宇都宮餃子、玉こんにゃく、秋田もろこしなど15店が出店）
１０:００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

６㈭
～９㈰

市民文化祭 室蘭美術協会 公募展
１０:００ 室ガス文化センター、市民美術館 《詳細》☎８５ー９４７３（関）

7㈮ 室蘭市高齢者演芸大会（歌、踊りなど）
１３:００ 室ガス文化センター《詳細》☎８３ー５０３１（老人クラブ連合会）

８㈯

母恋駅を愛する会 マリン少年少女合唱団、今清子ひとり芝居
１３:３０　母恋駅 《詳細》☎２３ー３８０１（仁岸）

映画『タクシー運転手～約束は海を越えて』上映会 有料
１４:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

８㈯
９㈰

香川八幡神社 祭典
８日１０：００　露店、９日１４:００ 御供獅子舞（市指定民俗文化財）
　　　 同神社境内 《詳細》☎５５ー６６３５（久保）

崎守神社 祭典（露店）
８日１６:００、９日１０：００　同神社境内 《詳細》☎５９ー２２３７（寺山）

８㈯
２９㈯

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 イタンキ浜海岸集合 《詳細》☎２３ー１０７５（菊地）

９㈰

室蘭ウォーキング協会 歴史ウォーク産業遺構
「屯田兵鎭守社、日鉄配水池跡」有料
９:００ 新日鐵住金球場集合 《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

室蘭吹奏楽連盟 野外演奏会（15の吹奏楽団体が参加）
１３:３０　室蘭港フェリーターミナル駐車場 ※雨天中止。

《詳細》☎090ｰ1309ｰ2213（亀山）

９㈰
２１㈮
２３㈰

おもちゃの病院「中島」（壊れたおもちゃの修理）※部品代は実費。
９日１１:００　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
２１日１４:００　子育て世代包括支援センター
２３日１０:００　青少年科学館 《詳細》☎４６ー７５５０（水木）

１１㈫
１２㈬

いろどりマーケット手仕事展（着物のリメイク服など）
１０:００　市民会館 《詳細》☎090ｰ1380ｰ2257（木田）

１２㈬
～１７㈪

第55回 道展室蘭支部展（油彩、水彩、工芸など）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

１３㈭
２７㈭

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）

１４㈮
」とこの泄排いたきおてっし「座講気元おンロサいあれふ

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）

１４㈮
～１６㈰

室蘭市退職校長会こぶしの会 作品展（絵画､陶芸､盆栽など）
１０:００ イオン室蘭店 《詳細》☎８５ー４６７４（佐藤）

１５㈯

野鳥の会 探鳥会 有料※雨天時は16日に順延。9/12まで申し込み。
８:００ マスイチ展望台集合 《詳細》☎５５ー４２３２（井上）

室蘭港立市民大学講座 ※事前に申し込みが必要。
写真コンテストで知った室蘭の魅力 有料
１３:００　中小企業センター 《詳細》☎080ｰ5220ｰ9880（南川）

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

《詳細》☎090ｰ6216ｰ1156（南）

日 行　　　　事

１５㈯
１６㈰

保護猫の飼い主探し ※譲渡猫に医療費の一部負担あり。
１０:００ ＤＣＭホーマック中島店（中島本町1ｰ10ｰ1）
《詳細》☎080ｰ9610ｰ9208（NPO法人ニャン友ねっとわーく北海道・和崎）

本輪西八幡神社 祭典（露店）
１５日１３:００、１６日９:００
　　　 同神社境内、宮下通り 《詳細》☎５５ー７２１７（同神社）

１６㈰

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

西いぶり食べ物ワンダーランド 有料
（親子で食育料理教室、地産地消バーベキューなど）
同時開催：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 ビア･キャビン駐車場（中島本町1ｰ5ｰ30）

《詳細》☎46ｰ0380（ル・ミエーレ）

室蘭レゲエバッシュ2018 有料 ※保護者同伴の小学生以下は無料。
１２:００　中央埠頭 《詳細》☎090ｰ2812ｰ0447（レッドヒル）

有料
１２:００　市民会館 

１８㈫ 健康講座 食事で元気＆長生き
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

１９㈬
～10/1㈪

ボールペンスケッチ画展 今野貴三男 記憶･記録に残したい室蘭本線
１０:００ グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

２０㈭ ノルディックウォーキング 有料 ※有料で貸ポールあり。
９:３０　旧室蘭駅舎集合 《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

２０㈭
～２３㈰

北海道美術作家協会写真部胆振支部 道美展写真部 写真展
１０:００（20日は12:00から）NHKプラザミュー《詳細》☎２３ー６７８７（兼田）

２０㈭
～２４㈪

土と遊ぼう！陶芸体験教室 成果作品展
１０:００（２０日は１３:００から）市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２２㈯
室蘭歴建 STILL LIVE－歴史的建造物のあるまちづくり
（建物ライトアップ、トークイベント、露店など）
１7:００ 旧小林洋服店隣（中央町2ｰ6）《詳細》☎090ｰ7519ｰ9237（三木）

２２㈯
２３㈰

室蘭市民美術館をささえる会 チャリティーバザー
作品即売会（絵画、版画、陶芸、写真、書道）、室蘭特産生鮮品販売
１０:００　旧室蘭駅舎 《詳細》☎090ｰ7053ｰ4962（丸山）

室蘭コスプレカーニバル「風森ライ作品展 えにぐま」
１０:００ 室ガス文化センター 《詳細》☎090ｰ2059ｰ0425（西野）

２３㈰ 室蘭蘭友会 講習会（出品株の紹介、人気投票）
１３:００ ＮＨＫ３階会議室 《詳細》☎４３ー７２５５（小田桐）

２３㈰
２４㈪

エルム楽器 音楽教室発表会
１０:００　市民会館 《詳細》☎４４ー１１５６（同店）

２４㈪
北海道150年企画「角ちゃん祭り」（講演、仮装）有料
井上角五郎没後80年ｰ室蘭の歴史と文化を掘り起こす
１０:００　旧室蘭駅舎 《詳細》☎090ｰ9523ｰ3073（村田）

２５㈫
２６㈬

地球岬・満月の会 十五夜鑑賞会（25日）と満月観賞会（26日）
25日：月の出…１７:５３、地球岬灯台の開放…１４:００～１７:００
26日：月の出…１８:２１、日の入り…１７:２８、月の見ごろ…２５～２７日
　　　 地球岬展望台 《詳細》☎090ｰ3116ｰ1103（池野）

２７㈭
～３０㈰

熊谷勝（写真）・熊谷恵子（絵）二人展「野の鳥と子どもの世界」
１０:００ ＮＨＫプラザミユー 《詳細》☎２４ー３４２３（熊谷）

２８㈮ 源氏物語に親しむ 鈴虫～すずむし～ 有料
１３:００　港の文学館 《詳細》☎５５ー５３６３（増子）

２８㈮
～３０㈰

ひこばえ 日本画展
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２９㈯

ケルティック・ハープ＆朗読＆写真による
レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』
１４:００　港の文学館 《詳細》☎２２ー１５０１（同館）

明治大正少年少女合唱団 創立40周年記念演奏会 有料
（童謡、朝ドラテーマ曲など） ※小学生以下は無料。
１４:００　市民会館 《詳細》☎５５ー５７８６（坂田）

２９㈯
３０㈰

市民文化祭 室蘭華道連盟 いけ花展
１０:００ 室ガス文化センター 《詳細》☎２２ー３６７０（加藤）

室蘭きのこの会 生きたきのこ展示会※30日のみキノコ汁販売。
１０:００ ぷらっと。てついち
講演会「今年のきのこの特徴と食毒」「粘菌のお話」
３０日１３:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー８０４３（橋本）

３０㈰

北海道教育大学岩見沢校ミュージックキャラバンプロジェクト2018
（吹奏楽『子どものマーチ』、オーケストラ『白鳥の湖』よりなど）
１３:３０ 室ガス文化センター 《詳細》☎0123ｰ32ｰ0310（吉泉）

オカリナアンサンブル「ＳｏLａ」コンサート
１４:００　港の文学館 《詳細》☎４５ー１３３５（大石）

月9 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。


