
  

 

◎ 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。 

【 ホール 】          （2019 年 7 月 20 日現在） 

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 

1 日 
アルカータ合奏団 

第４６回定期演奏会 
13:30 14:00 16:00 

アルカータ合奏団 
 TEL 084-976-2276（蔵本） 
https://arcataensemble1973.wixsite.com/arcataensemble  

900 円 

※当館でチケット販売中 

8 日 
第３回 福山地区  
カ・マカニ・フラ・フェスティバル 

10:00 10:30 15:30 
中四国ハワイアン協会 

TEL 089-998-8780   
前売券 1,500 円 
当日券 1,700 円 

10 火 

自主事業 
みんなの楽器体験ひろば 
『フルート・オカリナ』 

講師：河村 彰子（ヤマハ大人の音楽レッスン講師） 

― 10:00 14:00 

広島県民文化センターふくやま共同企業体 
TEL 084-921-9200 
FAX 084-921-8200 

http://www.kenminbunka-fukuyama.jp 

無料(要申込） 
〔TEL 又は FAX〕 

13 金 
第５回地域リハビリテーション研修会 

 『今日から始めるリハ栄養』 
18:00 18:30 20:30 

医療法人健応会 
福山リハビリテーション病院（地域連携部 石井、田村） 

TEL084-916-5500 
FAX084-916-5511 

無料 

14 土 
教育文化講演会 

講師：達川 光男 氏（プロ野球解説者） 
13:00 14:00 15:30 

（公財）日本教育公務員弘済会広島支部 
TEL082-264-5424 

関係者 

15 日 子供アニメ映画会 14:10 14:30 16:05 
エイコウシャ 

 TEL080-8431-3889 
900 円 

16 
月
・

祝 

自主事業 

ひろしまアートラウンジ 
『能と雅楽の世界』 
喜多流能楽師 大島 衣恵，宮内雅楽同好会 

13:30 14:00 16:00 

広島県民文化センターふくやま共同企業体 

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

一般 700 円 
小中高生 300 円 

※当館でチケット販売中 

18 水 

自主事業 
みんなの楽器体験ひろば 
『サックス』 

講師：信清 奈津美（ヤマハ大人の音楽レッスン講師） 

― 10:00 14:00 

広島県民文化センターふくやま共同企業体 
TEL 084-921-9200 
FAX 084-921-8200 

http://www.kenminbunka-fukuyama.jp 

無料(要申込） 
〔TEL 又は FAX〕 

22 日 第３回 Etude la Danse バレエ発表会 13:30 14:00 16:00 

Etude la Danse(エチュード・ラ・ドンス) 

TEL090-4898-7993（中野） 
 http://www.etudeladanse.info/ 

無料 

24 火 
自主事業 

『ピアノ開放 DAY』 
スタインウエイのピアノ＆ホールを 
独り占め！！ 

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

要申込 

30 分 2,000 円 
  

25 水 

29 日 第４回おやじバンドバトル in Fukuyama 
9:30 

(予定) 
9:50 

(予定) 
19:00 
(予定) 

広島県民文化センターふくやま共同企業体 
TEL 084-921-9200 
FAX 084-921-8200 

http://www.kenminbunka-fukuyama.jp 

一般 500 円 

小学生以下無料 
※当館でチケット販売中 

【文化交流室・練習室 】 

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 

1 日 
アクアレロ マンドリンアンサンブル 

第４回ファミリーコンサート【第１練習室】 
13:00 13:30 15:30 

アクアレロ マンドリンアンサンブル 

TEL090-5266-6160（辻本） 
無料 

21 土 

岡山白陵中学校・高等学校 

福山地区生徒・保護者対象 入試説明会 

【文化交流室】 

9:30 10:00 11:30 

岡山白陵中学校・高等学校 

TEL086-995-1255 

http://www.okahaku.ed.jp/ 

無料 

28 土 環太平洋大学 大学説明会 【文化交流室１】  9:30 10:00 12:00 
環太平洋大学 

TEL 086-908-0362 

http:// www.ipu-japan.ac.jp/ 

無料 

29 日 

小型船舶操縦士 更新講習 

 

小型船舶操縦士 失効再交付講習 

【文化交流室】 

9:00 

 
9:00 

10:00 

 
10:00 

11:00 

 
12:30 

(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会九州事務所 
TEL 093-332-1537 
http://www.jmra.or.jp 
E-mail:kyushu@jmra.or.jp 

詳細は、主催者へお
問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 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 

◆ 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）    http ://www.kenminbunka-fukuyama.jp 

初代藩主水野勝成入封 400年記念協賛 

福山城築城 400年記念協賛 


