広島県民文化センターふくやま
平成３０年 ２月

催し物案内
（平成３０年１月２２日現在）

日

曜

催

し

も

の

名

2 金 みんなの楽器体験ひろば 『サックス』

開場

開演

終演

主催者/問い合わせ先

入場料等

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）
[ＴＥＬ 又は ＦＡＸ]

講師：山下 雅也（ヤマハ大人の音楽レッスン講師）

TEL 084-921-9200 FAX 084-921-8200
http://www.kenminbunka-fukuyama.jp

【ホール】

平成29年度
アセッサー講習修了者フォローアップ研修

9:30

10:00

16:00

（一社） 広島県シルバーサービス振興会

http://www.hiroshima-silver.or.jp/

【文化交流室】

3 土 福山シティオペラ 第10回 新春コンサート

13:00

13:30

15:45 福山シティオペラ
FAX 084-945-1022

全席自由
前売券2,000円
当日券2,500円

http://www1.megaegg.ne.jp/~senkouji/

※当館でチケット販売中

TEL 084-941-0642（事務局：専光寺[音楽寺]）
【ホール】

4 日 第51回 カワイ音楽コンクール
福山地区予選会・オーディション
受賞記念コンサート
6 火 福山市高齢者虐待防止啓発講演会
あなたの怒りスイッチはなんですか？
－「怒り」から虐待を考えてみましょう－

関係者

TEL 082-254-9699

13:10

13:30

19:00 カワイ音楽教室 講師会

1,000円

TEL 084-922-4998
E-mail:fukuyama@music.kawai.co.jp

【ホール】

13:30

14:00

16:00 福山市高齢者支援課
TEL 084-928-1065

無料
※手話通訳あり
※要約筆記あり

講師：福山平成大学 福祉健康学部 福祉学科
教授 中尾 治子 さん

【ホール】

広島経済大学 一般入学試験（１期）

9:00

10:00

14:40 広島経済大学

関係者

TEL 082-871-1313（入試広報センター）
http://www.hue.ac.jp/

【文化交流室】

7 水 ワクワクけんみんシネマ
『モヒカン故郷に帰る』

13:00

13:30

15:35 けんみんシネマ上映実行委員会
TEL 084-923-6800

特別鑑賞券
一般 1,000円
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
※当館でチケット販売中

【ホール】

広島経済大学 一般入学試験（１期）

9:00

10:00

14:40 広島経済大学

関係者

TEL 082-871-1313（入試広報センター）
http://www.hue.ac.jp/

【文化交流室】

8 木 平成29年度 キャリアパス支援研修

13:30

14:00

17:00

（一社） 広島県シルバーサービス振興会

関係者

TEL 082-254-9699
http://www.hiroshima-silver.or.jp/

【文化交流室】

9 金 第46回 中国短期大学 保育学科 発表会

12:30

13:00

14:30 中国短期大学保育学科

無料

TEL 086-293-0753（保育学科）
http://www.cjc.ac.jp/

【ホール】

11 日 我龍が叩き 宮乃木が舞う
祝 ～ふるさと芸能 早春の共演～

13:30

14:00

17:00 広島県民文化センターふくやま共同企業体
TEL 084-921-9200

一般 2,500円
高校生以下 800円

http://www.kenminbunka-fukuyama.jp

※当日券は500円増

団体割引（５名以上）
一般 2,000円
高校生以下 500円
※団体割引は前売券のみ
※当館等でチケット販売中

【ホール】

12 月 ふくやま未来づくり100人委員会
振

13:30

14:00

17:00 福山市

無料

TEL 084-928-1217（まちづくり総務課）
http://fukuyamamirai100.jp/

【ホール】

13 火 ＮＰＯ法人 福山おやこ劇場 2月鑑賞例会
「小さいつが消えた日」（劇団仲間）

18:15

18:45

20:00

ＮＰＯ法人 福山おやこ劇場

会員制

TEL 084-959-4133
http://fukuyamaoyako.jimdo.com/

【ホール】

15 木 みんなの楽器体験ひろば 『アコースティックギター』

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

講師：宮田 大（ヤマハ大人の音楽レッスン講師）

TEL 084-921-9200 FAX 084-921-8200
http://www.kenminbunka-fukuyama.jp

【ホール】

16 金 平成29年度 中堅職員合同研修会

無料（要申込）
[ＴＥＬ 又は ＦＡＸ]

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
http://www.hiroshima-silver.or.jp/

【文化交流室】

18 日 平成29年度 福山商工会議所
創業永年会員優良従業員表彰式
環太平洋大学 大学説明会

9:30

10:00

12:30 福山商工会議所

関係者

TEL 084-921-2346（会員課）

【ホール】

9:30

10:00

12:00 環太平洋大学

無料

TEL 086-908-0362
http://www.ipu-japan.ac.jp/

【文化交流室】

25 日 第69回 いちご幼稚園 おさらい会

8:30

9:00

12:30

学校法人 みのる学園 いちご幼稚園

無料

TEL 084-923-8265
【ホール】

http://www.ichigo.ac.jp/
◎ 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。

◆ 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）

