広島県民文化センターふくやま
平成３０年 ５月

催し物案内
（平成３０年４月４日現在）

日

曜

催

し

も

の

名

2 水 ワクワクけんみんシネマ
『燦燦－さんさん－』

開場

開演

終演

主催者/問い合わせ先

13:00

13:30

14:50 けんみんシネマ上映実行委員会

入場料等
特別鑑賞券 一般 800円

TEL 084-923-6800

3歳～高校生 500円
※シニア券はありません
※一般は当日券200円増
※当館でチケット販売中

【ホール】

3 木 能への誘い
祝 試してみよう！お能入門

12:00

13:30

15:30 福山能を楽しむ会

2,800円

TEL 090-2002-1963（石井）

※当館でチケット販売中

ワークショップ 囃子体験もあります
【ホール】

4 金 近畿大学附属広島
祝 高等学校・中学校 福山校 吹奏楽部
第1回プロムナードコンサート

14:30

15:00

17:00 近畿大学附属広島高等学校・中学校 福山校 吹奏楽部

無料

TEL 084-951-2695（平井）
http://fukuyama.kindai.ac.jp/
【ホール】

6 日 スガナミ楽器講師 Premium Live 2018

13:30
16:30

14:00
17:00

16:00 スガナミ楽器（株）
19:00 TEL 084-943-6211（スガナミ楽器蔵王店）

各部チケット
一般 2,500円

http://www.suganami-inc.co.jp

生徒 2,000円 （スガナミ楽器教室生徒）
学生 1,500円 （高校生以下）
通しチケット
一般 4,000円
生徒 3,500円 （スガナミ楽器教室生徒）
学生 2,500円 （高校生以下）
※当日は500円増
※当館でチケット販売中

【ホール】

9 水 みんなの楽器体験ひろば 『ボイストレーニング』

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：松岡 拓（ヤマハ大人の音楽レッスン講師）

TEL 084-921-9200 FAX 084-921-8200

13:00

13:30

16:30

（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】

11 金 キャリアパス支援研修

[ＴＥＬ 又は ＦＡＸ]

http://www.kenminbunka-fukuyama.jp

【ホール】

10 木 キャリアパス支援研修

無料（要申込）

12:30

13:00

16:00 http://www.hiroshima-silver.or.jp/

13:30

14:00

16:00 福山混声合唱団

【文化交流室】

13 日 福山混声合唱団 第46回 定期演奏会
指 揮 ： 日高 京子

1,000円

TEL 090-6845-2593（皿海）

（高校生以下無料）

ピアノ ： 山廣 佐企子

※当館でチケット販売中
【ホール】

15 火 平成30年度 建設業関係説明会

13:00

14:00

16:00 広島県土木建築局建設産業課

19 土 朝日上方落語 桂米朝一門会

関係者

TEL 082-513-3822

【ホール】

13:30

14:00

16:30 朝日新聞社

[出演予定]
桂南光、桂米團治、桂吉弥、桂しん吉、桂團治郎

前売券 2,500円（自由席）

TEL 082-221-6176（広島県朝日会）

当日券 3,000円

（土・日・祝を除く 10:00～17:00）

未就学児童はご遠慮ください
前売券完売の場合
当日券の販売はありません

【ホール】

24 木 みんなの楽器体験ひろば 『フルート・オカリナ』

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：河村 彰子（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]

http://www.kenminbunka-fukuyama.jp

【ホール】

25 金 NPO法人 福山おやこ劇場 5月鑑賞例会
「アラビアンナイト～魔法のランプと明日のヒカリ」

無料（要申込）

18:15

18:45

20:15

NPO法人

福山おやこ劇場

会員制

TEL 084-959-4133

（人形劇団むすび座）

http://fukuyamaoyako.jimdo.com/
【ホール】

小型船舶操縦士 更新講習

17:30

18:30

19:30

小型船舶操縦士 失効再交付講習

17:30

18:30

21:00 http://www.jmra.or.jp

13:30

14:00

16:00 金光学園中学・高等学校

九州事務所

詳細は、主催者へ
お問い合せください。

E-mail:kyushu@jmra.or.jp

【文化交流室】

26 土 平成31年度 金光学園 学校説明会

（一財） 日本海洋レジャー安全・振興協会

TEL 093-332-1537

【文化交流室】

無料

TEL 0865-42-3131
FAX 0865-42-4787
http://www.konkougakuen.net/
E-mail:pub@konkougakuen.net

【文化交流室】

27 日 平成30年度 福山誠之館同窓会
定時総会・記念講演
講師：島田 荘司

13:00

14:00

16:30 福山誠之館同窓会

関係者

TEL 084-991-1560

ナビゲーター：糸永 直美

http://wp1.fuchu.jp/~sei-dou/
【ホール】

28 月 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/
◎ 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）

