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日 行　　　　事

～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）

10/30㈫
～11/4㈰

栗橋ノリオ自選展（油彩、ミクストメディア）、特別展示 林教司遺作展
１０:００（10月30日は１２:００から）
　　　　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

10/30㈫
～平成31年
1/14㈪

追い求めた美 西村貴久子と伊藤正（絵画）
１０:００　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２㈮ 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　新日鐡住金球場集合 《詳細》☎090ｰ9087ｰ5068（黒政）

２㈮
 ～４㈰

市民文化祭 室蘭菊花同好会 菊花展 有料 ※中学生以下は無料。
　９:３０　室ガス文化センター 《詳細》☎４３ー６３５８（最上）

３㈯

市民文化祭 茶道裏千家淡交会室蘭支部 茶会 有料
　９:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー３３０１（鎌田）

市民文化祭 室蘭バレエ協会 バレエコンサート 有料
（伊藤まゆみバレエ研究所、緑ヶ丘室蘭バレエ研究所）
１４：００　室ガス文化センター 《詳細》☎090ｰ2076ｰ9350（赤塚）

４㈰  

室蘭ウォーキング協会 ラストウオーク・秋深まりゆく測量山
　９:００　開運公園（幸町）集合 《詳細》☎090ｰ3897ｰ2164（成田）

みくにっ子文庫 おはなし会
　９:３０　日本キリスト教会室蘭教会 《詳細》☎２２ー６０８６（同教会）

アンサンブルコンサート２０１８（音楽教室生徒の演奏）
１３：００　市民会館 《詳細》４４ー１１５６（エルム楽器）

サンドアートと日本舞踊のコラボ
（サンドアーティスト：森 マサミチ、日本舞踊：嘉門 翔信）
１５:００　グリンデパート 《詳細》☎４４ー１２８１（同店）

７㈬ 市民公開がんセミナー 婦人科のがんについて
１５:００　製鉄記念室蘭病院がん診療センター 《詳細》☎４７ー４４０４（同院）

  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ー５９１２（吉田）

９㈮
～１２㈪

小・中・ろう学校 造形展
　９:００　イオン室蘭店 《詳細》☎５８ー１１２５（蘭北小学校・山代）

１０㈯

母恋駅を愛する会 中居さん一家の音楽会を楽しみましょう
１３:３０　母恋駅 《詳細》☎２３ー３８０１（仁岸）

コール・ハーモニー チャリティーミニ・コンサート（合唱）
（神無月・霜月・師走のメドレーなど）
１４:００　港の文学館 《詳細》☎８６ー７３５６（合田）

Y'sファクトリーダンス＆タップ発表会 ※整理券が必要。
　　　　取扱所:市民会館（ゲスト:タップダンス Batt、HAMACHI、歌 SAKI）

１８:００　市民会館 《詳細》090ｰ5957ｰ4820（岩城）

１１㈰

室蘭地区民謡連合会 第40回 座長芸能まつり 有料
１0:００　市民会館 《詳細》090ｰ9512ｰ6876（小松）

第5回 ビブリオバトル世界大会 ※観戦のみ。
１3:００　室蘭工業大学図書館 《詳細》☎080ｰ3344ｰ1365（須藤）

翔陽中学校ジャズバンド部 定期演奏会
（ゲスト:サックス　萱生 昌樹）
１４:００　室ガス文化センター 《詳細》☎４１ー０７０１（同校・武石）

ユネスコ・ユースフォーラム２０１８ あなたの毎日が、未来になる
（ユネスコ活動の発表、北海道大谷室蘭高等学校吹奏楽部の演奏）
※途上国の子どもが学校に通うために、書き損じはがきを集めています。
１４:３０　旧室蘭駅舎
 《詳細》☎090ｰ2059ｰ9690（室蘭ユネスコ協会・小鷹）

１１㈰
２５㈰

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。
１１日１１:００　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
２５日１０:００　青少年科学館 《詳細》☎４６ー７５５０（水木）

１２㈪
～１９㈪

｢税を考える週間｣税に関する作品展（小学６年生の税に関する標語など）
　９:００　市民会館 《詳細》☎２２ー４１５１（室蘭税務署）

１４㈬
～１８㈰

市民文化祭 室蘭地区陶芸協会 公募展
１０:００　市民美術館 《詳細》☎４５ー０４２９（須藤）

１５㈭
ふれあいサロンお元気講座 災害について学ぼう!!
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）

１６㈮
室蘭ＶＯＸ公演『カモメのジョナサンのハクチョウの湖』 有料
（コンテンポラリーダンス）
１８:００　市民会館 《詳細》☎８３ー６８５４（室蘭ＶＯＸ）

日 行　　　　事

１６㈮
～１８㈰

市民文化祭 室蘭文化連盟 趣味の作品展（押し花、木工、書など）
１０:００　室ガス文化センター 《詳細》☎２３ー９５３５（同事務局）

コバルト会 水彩画作品展
１０:００　イオン室蘭店 《詳細》☎080ｰ3233ｰ4773（蓮池）

トールペイント・デコパージュとビーズアクセサリー ジョイントギャラリー
１０:３０（１６日は１１:００から）
ワークショップ 有料…１０:３０（１６日は１１:００から）、１３:３０
　　　　市民会館 《詳細》☎090ｰ1380ｰ6551（山口）

１７㈯

室蘭シネマクラブ 映画『沖縄スパイ戦史』上映会（ドキュメンタリー） 有料
１０:３０、１３:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー２８９５（富盛）

北海道言友会例会 言葉が吃る人 集まりましょう 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）

市民文化祭 室蘭音楽協会 市民オーケストラ 定期演奏会 有料
　チャイコフスキー バレエ組曲『眠りの森の美女』作品66、
　交響曲第６番ロ短調作品74『悲愴』ほか
１８:００　市民会館 《詳細》☎080ｰ5025ｰ4634（安達）

１７㈯
１８㈰

悠悠ライフ書道講座 作品展　　
１０:００　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎２３ー 4036（大友）

１７㈯
２３㈮

フロアゴルフ体験・交流会 有料
１７日　９:００…知利別小学校
２３日　９:００…地球岬小学校 《詳細》☎４３ー 6130（井山）

１８㈰

障がいの理解合理的配慮を普及する特別研修会
心のバリアフリー～障がいのある方を理解するための基礎講座
（言葉が伝わらない世界などを分かりやすく体験できます）
１３:３０　障害者福祉総合センター（ぴあ216）　　　　　
 《詳細》☎２２ー５６７１（手をつなぐ育成会）

琴音演奏会（『エリーゼのために』など）（琴、尺八）
１４:００　港の文学館 《詳細》☎090ｰ6264ｰ8181（東川）

２０㈫ 清水町サロン健康講座 受けて得する！健診のお話
１３:３０　清水町会館 《詳細》☎２３ー３７６１（鈴木）

２２㈭
～２５㈰

市民文化祭 写真展
（室蘭写真連合会の作品、港まつり協賛写真コンテスト入賞入選作品）
１０:００（22日は１３:００から）　
　　　　市民美術館 《詳細》☎２２ー１１２４（同館）

２２㈭
２９㈭

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 《詳細》☎２２ー１６５８（同館）

２３㈮

北海道歌まつり実行委員会
歌で元気！北海道歌まつり in 室蘭（演歌） 有料
（出演:中澤 卓也）
１３:００　室ガス文化センター 《詳細》☎44ｰ9922（室蘭音楽文化協会）

オカリナ＆ハーモニカの祭典
１３:００　市民会館 《詳細》☎080ｰ1894ｰ5451（中居）

シマフクロウ基金 チャリティーコンサート（川畑浩一、セッションズ）
１４:３０　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
 《詳細》☎090ｰ2873ｰ4192（川畑）

２３㈮
～12/2㈰

森田哲隆 チャリティー絵画展（油彩）
１０:００　イオン室蘭店 《詳細》☎090ｰ7653ｰ3851（森田）

２４㈯
ハッピーわくわくコンサート 室蘭マリン少年少女合唱団
（ディズニー名曲など） ※整理券が必要。取扱所:エルム楽器中島店
１５:００　室ガス文化センター 《詳細》☎８２ー５０６０（四方）

２５㈰

室蘭蘭友会講習会（今シーズンの栽培結果）
１３:００　ＮＨＫプラザミュー 《詳細》☎４３ー７２５５（小田桐）

～没後400年カッチーニから 生誕100年バーンスタインまで～
（歌劇『ウィリアム・テル』の主題による華麗な二重奏曲ほか） 有料
（ピアノ、声楽、フルートなど）
１５:００　市民会館 《詳細》☎４７ー２６３６（越後）

２７㈫
劇団そらのゆめ「空とぶふわふわパン」 有料 ※幼児から小学３年生

　以下が対象。　（『赤ずきんちゃん』がベースの音楽劇） 　　
１８:３０　市民会館 《詳細》☎４３ー３７９０（室蘭子ども劇場）

２９㈭

老人クラブ連合会 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（同事務局）

映画『ロング、ロングバケーション』上映会 有料
１４:３０　市民会館 《詳細》☎090ｰ9750ｰ0620（堀岡）

３０㈮ 源氏物語に親しむ 夕霧～ゆうぎり～ 有料
１３:００　港の文学館 《詳細》☎５５ー５３６３（増子）

月11 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。


