
広島県民文化センターふくやま 

２０１９年 １２月      ◎ 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 10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 

第１２回中国人間教育実践報告大会 

「教育のための社会」へ 
～子どもの可能性を信じ抜く 

励ましの太陽に！～ 

12:45 13:30 15:00 

創価学会中国教育部 

後援：牧口記念教育基金会 
TEL 084-956-2411 
http:www.chugoku-soka.jp 

無料（要整理券） 

5 木 

自主事業 
みんなの楽器体験ひろば 
『ピアノ』 
講師：岡田有紀子（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〕 

8 日 
第１６回ふくやま踊りばらの会 
チャリティ公演 

9:30 10:00 18:00 

ふくやま踊りばらの会 

若柳 吉吾 
TEL 084-952-1414  

900 円
※当館でチケット販売中 

9 月 
改正建築物省エネ法説明会 
および住宅省エネ技術講習会 

12:00 12:45 16:00 

広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 

TEL 082-244-6830 
 http://www.k-.hiroshima.or.jp 

無料 

13 金 

自主事業 
みんなの楽器体験ひろば 
『アコースティックギター』 
講師：宮田 大（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〕 
 

14 土 
Please 
Sing ｗith me! 2019 
ソプラノ 永井 チヨと ともに 

13:00 13:30 15:30 
歌の館音楽研究所 
TEL 090-7978-0852 (10:00～18:00) 

2,000 円
※当館でチケット販売中 

15 日 
NPO 法人福山おやこ劇場 12 月鑑賞例会 
「このゆびと～まれ！」 

（劇団風の子九州） 
18:15 18:45 20:00 

NPO 法人福山おやこ劇場 
TEL 084-959-4133 

https://fukuyamaoyako.jimdo.com/ 

会員制 

21 土 

 

 
第 50 回 記念福山音楽祭 
第 46 回「期待される青少年コンサート」 

オーディションによる各賞受賞者披露演奏会 
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12:00 

(表彰式) 
12:30 

                                                   

 

 
17:00 
 

福山音楽祭実行委員会 

共 催：広島県民文化センターふくやま共同企業体  
協 力：中国放送 

TEL 0120-946-334（福山音楽祭実行委員会） 

TEL 084-921-9200（広島県民文化ｾﾝﾀｰふくやま） 

http:// www.kenminbunka-fukuyama.jp 

一般券 1,000 円 

ｼﾞｭﾆｱ券  500 円 
※当館でチケット販売中 

22 日 福山笛の会 クリスマスコンサート 13:00 13:30 15:30 

福山笛の会 
TEL 084-982-8032 (杉原) 
TEL 090-7137-6825 

999 円 

23 月 
自主事業 

『冬休みピアノ開放 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 

 

24 火 

25 水 

【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 

10 火 ２０１９        
くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 
教授陣によるレッスン会 in 福山 

※1 人(グループ)30 分のレッスンです 
 

17:00 17:30 20:30 
くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 

TEL 086-523-0808（くらしき作陽大学入試広報室） 

FAX 086-436-0283 
E-mail:nyushi.sakuyo@ksu.ac.jp 

申込み詳細は、 

主催者へお問い合わ

せください。 

11 水 

16:00 16:30 20:30 12 木 

13 金 

21 土 

 

環太平洋大学 大学説明会 
 

9:30 10:00 12:00 

環太平洋大学 

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

無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 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 

 

★申込方法★参加費を添えてスガナミ楽器本店2Ｆもしく

は蔵王店にてお申込みください。 

★締切日★2019 年 12 月 15 日(日)必着 

★参加費★演奏時間 5 分以内  ￥1,000 円（税込） 

      演奏時間 5 分～10 分 ￥2,000 円（税込） 

幼児から大人までどなたでも参加していただけます。 

舞台演奏する曲はジャンルを問わず自由です。ピアノを使用した編成

であれば歌やアコースティック楽器とのアンサンブルも OK です！

※電子楽器の使用はできませんのでご了承ください。 


