
平成３０年　３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

2 金 みんなの楽器体験ひろば　『バイオリン』 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：後藤 彩香（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

平成29年度 管理職員合同研修会 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/

3 土 環境保全講演会 12:30 13:00 15:30 環境にやさしいまち福山実行委員会 無料

天気の達人から見た天気と地球温暖化 TEL 084-954-2619

講師：天達 武史（気象予報士）　　　　　　　　　 　　【ホール】

4 日 第33回 備後歌謡連盟 発表会 9:00 9:30 17:00 備後歌謡連盟 無料

【ホール】 TEL 090-3170-3184（平田）

5 月 広島経済大学 一般入学試験（２期） 9:00 10:00 12:30 広島経済大学 関係者

TEL 082-871-1313（入試広報センター）

【文化交流室】 http://www.hue.ac.jp/

7 水 ワクワクけんみんシネマ 13:00 13:30 15:35 けんみんシネマ上映実行委員会 特別鑑賞券

 『愛を積むひと』 TEL 084-923-6800 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

【ホール】 ※当館でチケット販売中

8 木 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 土 朝日ファミリー落語 13:30 14:00 16:00 朝日新聞社 無料（申込制）

【ホール】 TEL 082-221-6176（広島県朝日会 平日10時～17時）

11 日 平成29年度 優秀模範生徒表彰式典 13:00 13:30 15:30 （公社）全国珠算教育連盟広島県支部福山 無料

【ホール】 TEL 084-921-4973

13 火 ベッセルグループ 経営方針発表会 9:30 9:55 17:30 （株）ベッセル 関係者

TEL 084-920-1155（総務部）

【ホール】 http://www.vessel-group.com/

14 水 みんなの楽器体験ひろば　『エレキギター』 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 無料（要申込）

講師：西山 雄太（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

16 金 2017年度 専門学校 広島国際ビジネスカレッジ 11:30 12:00 16:00 専門学校 広島国際ビジネスカレッジ 無料

卒業式 ＆ クラス発表 TEL 084-922-7667

【ホール】 http://www.hibc.jp

17 土 第2回 日本シャンソン協会 福山支部コンサート 13:00 13:30 16:30 福山シティオペラ 全席自由

ゲスト ： 佐々木 秀実 TEL 084-941-0642（事務局：専光寺[音楽寺]） 前売券2,000円

FAX 084-945-1022 当日券2,500円

【ホール】 http://www1.megaegg.ne.jp/~senkouji/ ※当館でチケット販売中

18 日 飛び出そう、舞台へ！ ピティナ・ピアノステップ 9:00 9:30 20:30 ＰＴＮＡシャインローズステーション 無料

トークコンサート：宮谷理香 TEL 084-925-3488

【ホール】 http://www.piano.or.jp/step

21 水 松永高等学校吹奏楽部 第40回定期演奏会 13:30 14:00 16:00 広島県立松永高等学校 無料

祝 TEL 084-933-5141

【ホール】 http://www.matsunaga-h.hiroshima-c.ed.jp/

23 金 杉谷 昭子 演奏活動50周年記念コンサート 18:15 18:45 20:10 ＰＴＮＡシャインローズステーション 一般 2,000円

TEL 084-925-3488 学生（高校生以下） 1,000円

【ホール】 ※当日券は500円増

24 土 小型船舶操縦士 更新講習 9:00 10:00 11:00 （一財）日本海洋レジャー安全・振興協会 九州事務所 詳細は、主催者へ

【文化交流室】 TEL 093-332-1537 お問い合せください。

小型船舶操縦士 失効再交付講習 9:00 10:00 13:00 http://www.jmra.or.jp

【文化交流室】 E-mail:kyushu@jmra.or.jp

25 日 第3回 福山地区 フラフェスティバル 9:30 10:30 14:00 九州ハワイアン協会 前売券 1,500円

TEL 096-359-3738 当日券 1,700円

【ホール】 http://www.kha-alohahawaiian.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３０年２月２２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


