
平成３０年　１月

日 曜 催　　し　　も　　の　　名 開 場 開 演 終 演 主 催 者 / 問 い 合 わ せ 先 入 場 料 等

5 金 平成30年 広島化成（株） 8:40 9:00 11:30 広島化成（株） 関係者

新年互礼会・社員研修 TEL 084-922-7251

【ホール】 http://www.hiroshimakasei.co.jp

9 火 平成29年度 キャリアパス支援研修 9:30 10:00 16:00 （一社）広島県シルバーサービス振興会 関係者

TEL 082-254-9699

【文化交流室】 http://www.hiroshima-silver.or.jp/

10 水 ワクワクけんみんシネマ 13:00 13:30 15:25 けんみんシネマ上映実行委員会 特別鑑賞券

 『いつまた、君と TEL 084-923-6800 一般 1,000円

　　　～何日君再来（ホーリージュンザイライ）～』 シニア（60歳以上） 1,000円

3歳～高校生 500円

※一般のみ当日券200円増

【ホール】 ※当館でチケット販売中

12 金 ＪＡＩＦＡ福山協会 新春セミナー 18:00 18:30 20:30 （公社）ＪＡＩＦＡ福山協会 1,000円

「木久蔵流コミュニケーション術」 TEL 084-923-8061

講師：林家 木久蔵 師匠

【ホール】

13 土 新春郷土芸能夢舞台 12:00 13:00 16:00 （株）西日本政治経済研究機構 2,000円

【ホール】 TEL 084-922-3090 ※当館でチケット販売中

14 日 そこは、あなただけのステージに 9:15 9:30 19:30 広島県民文化センターふくやま共同企業体 観覧無料

ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　ＣＯＮＣＥＲＴ (予 定) (予 定) (予 定) TEL 084-921-9200 要参加申込

～あなたも舞台に立ってみませんか？～ http://www.kenminbunka-fukuyama.jp 5分以内 1,000円

【ホール】 5分～10分 2,000円

17 水 みんなの楽器体験ひろば　『トランペット』 9:30 10:00 14:00 広島県民文化センターふくやま共同企業体 無料（要申込）

講師：中迫 吉美（ヤマハ大人の音楽レッスン講師） TEL 084-921-9200　FAX 084-921-8200 [ＴＥＬ 又は ＦＡＸ]

【ホール】 http://www.kenminbunka-fukuyama.jp

19 金 2017年度（平成29年度） 13:00 13:30 16:00 福山市公衆衛生推進協議会 関係者

第59回 福山市公衆衛生大会 TEL 084-928-1051（協働のまちづくり課）

【ホール】

20 土 環太平洋大学 大学説明会 9:30 10:00 12:00 環太平洋大学 無料

TEL 086-908-0362

【第１練習室】 http://www.ipu-japan.ac.jp/

21 日 第43回 毎日書き初め展 表彰式 13:00 13:30 15:30 毎日新聞福山支局 無料

芦辺書苑

【ホール】 TEL 084-951-7988（芦辺書苑事務局）

26 金 エクセレントコンサートシリーズ 18:00 18:45 20:50 広島県民文化センターふくやま共同企業体 一般 2,000円

垣内 敦 ピアノリサイタル TEL 084-921-9200 学生（高校生以下） 1,000円

http://www.kenminbunka-fukuyama.jp 親子券（一般＆小学生以下）

　　　　　　　　　　 2,500円

※当日は500円増

【ホール】 ※当館等でチケット販売中

第10回 プリマ・ヴィスタ弦楽四重奏団 － 14:00 20:00 PTNAシャインローズステーション 聴講料 1,000円

アンサンブルセミナー in 福山 TEL 084-925-3488（羽原）

【第１練習室】 E-mail:rose@ms3.megaegg.ne.jp

27 土 市民公開講座 認知症講演会 13:00 13:30 15:30 福山市保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課 無料

みんなで学ぼう！認知症 TEL 084-928-1065 ※手話通訳

～気づいて・つないで・支え合おう～ 　　要約筆記あり

【ホール】

第10回 プリマ・ヴィスタ弦楽四重奏団 － 9:30 15:20 PTNAシャインローズステーション 聴講料 1,000円

アンサンブルセミナー in 福山 TEL 084-925-3488（羽原）

【第１練習室】 E-mail:rose@ms3.megaegg.ne.jp

28 日 福山市食育講演会 13:00 13:30 15:00 福山市 無料（要整理券）

健康で笑顔のある毎日は、食卓から ふくやま健康・食育市民会議（フクイク２１） ※手話通訳

～いただきます！地元のおいしい食材を～ 福山市地産地消推進協議会 　　要約筆記あり

講師：浜内 千波（料理研究家） TEL 084-928-3421（福山市保健所健康推進課）

【ホール】 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/

29 月 平成29年度 中堅職員合同研修会 9:30 10:00 16:00 （一社）広島県シルバーサービス振興会 関係者

TEL 082-254-9699

【文化交流室】 http://www.hiroshima-silver.or.jp/

30 火 広島女学院大学 入学試験 9:00 10:00 17:00 広島女学院大学 入試課 関係者

TEL 082-228-8365

【文化交流室】 https://www.hju.ac.jp/

31 水 みんなの楽器体験ひろば　『チェロ』 9:30 10:00 14:00 広島県民文化センターふくやま共同企業体 無料（要申込）

講師：木村 直子（ヤマハ大人の音楽レッスン講師） TEL 084-921-9200　FAX 084-921-8200 [ＴＥＬ 又は ＦＡＸ]

【ホール】 http://www.kenminbunka-fukuyama.jp

広島女学院大学 入学試験 9:00 10:00 17:00 広島女学院大学 入試課 関係者

TEL 082-228-8365

【文化交流室】 https://www.hju.ac.jp/

◆ 指定管理者　広島県民文化センターふくやま共同企業体

   　〒720-8519  広島県福山市東桜町１番２１号

   　ＴＥＬ　(084）921－9200　　FAX　（084）921－8200

   　http ://www.kenminbunka-fukuyama.jp

◆ 休館日　年末・年始（12月29日～1月3日） 　◆ 臨時休館日（6月最終日曜日）

広島県民文化センターふくやま

（平成２９年１２月２４日現在）

 ◎  ご案内は、主催者の了承を得た催しもののみ掲載しており、変更されることもあります。

催 し 物 案 内


