第34回芙美子ウィーク

第74回本因坊秀策囲碁まつり

尾道ゆかりの作家・林芙美子の命日にあたる6月
28日を中心に、
「第34回芙美子ウィーク」を開催し
ます。

日時

13：15〜

①指導碁

■林芙美子特別展示

15：30〜

②子ども囲碁教室（無料）

18：00〜

③前夜祭

■あじさい忌

開催中〜6月30日㈰ 10：00〜21：00
※月曜休館。
中央図書館
林芙美子の著作と関連図書を展示
中央図書館（☎0848 -37- 4946）

6月23日㈰ 11：00〜
林芙美子像前
合唱・朗読（尾道東高校生徒・土堂小学校児童）、
ミニコンサート（フルートソロ：㟢谷倫子、ソプラノ
ソロ：神原久美子、びんごフルートアンサンブル）、
あじさい献花 ほか
尾道本通り連合会（豊田☎0848 -22 -3905）
あじさいの会（☎0848 -25 - 4022）

彫刻教室「自刻像を作ろう」

尾道市美術館ネットワーク
夏休み特別企画
子ども学芸員の旅 2019

8 月4 日㈰

9：00〜
13：00〜
14：40〜

④クラス別競技大会
⑤指導碁
本因坊秀策杯決勝戦（公開対局・観覧無料）

因島市民会館、芸予文化情報センター
各クラス48人
大人2,000円、高校生以下1,000円
「住所、名前（ふりがな）、性別、年齢、電話番号、棋力、①〜⑤の
参加を希望するイベント」を記入して、はがきかFAX、メールで
6月28日㈮
〒722-2213 因島外浦町121-1
本因坊秀策囲碁まつり実行委員会事務局（本因坊秀策囲碁記念館内☎・ 0845 -24 -3715）
syuusakuigokinenkan@chorus.ocn.ne.jp

尾道市立美術館（西土堂町）

圓鍔勝三彫刻美術館（御調町高尾）

■第63回尾道市美術展「後期」
洋画、写真、工芸、デザイン

■常設展Ⅰ「圓鍔勝三

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は翌日）

6月15日㈯〜6月23日㈰

☎0848-23-2281

春季展」

開催中〜6月30日㈰
大人400円、高校生300円、中学生以下
と70歳以上（要年齢確認）は無料

☎0848-76-2888

尾道市立大学美術館（久保三丁目） なかた美術館
■尾道市立大学大学院美術研究科 進級制作展

大学院で専門的に制作活動を行っている、
日本画・油画・デザインの3領域の大学院2年
生が、院1年時の制作を発表します。

開催中〜6月23日㈰

10：00〜18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-7831

（潮見町）

平山郁夫美術館（瀬戸田町沢）
■瀬戸内しまなみ海道開通20周年記念
「しまなみ海道五十三次とシルクロード」

開催中〜10月4日㈮
一般900円、高校・大学生400円、
小・中学生200円（市内小・中学生無料）
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無休

☎0845-27-3800

耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■コレクションプラス『海と旅』

■夏季企画展

9：00〜17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日は翌日）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無休

開催中〜10月6日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

☎0848-20-1218

百鬼夜行の世界

開催中〜9月8日㈰
大人1,400円、大学生1,000円、高校生
800円、65歳以上1,200円、中学生以下
無料（耕三寺見学込）

☎0845-27-0800

尾道商業会議所記念館（土堂一丁目） 本因坊秀策囲碁記念館（因島外浦町） おのみち歴史博物館（久保一丁目）
開港からの各時代の尾道港の姿を、尾道遺
跡からの出土品や世羅町大田庄歴史博物館
からの特別展示品を通じて振り返ります。

開催中〜11月6日㈬

10：00〜18：00

木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-0400

■呉 清源先生ゆかりの碁盤展示中

■所蔵品展Ⅰ

10：00〜17：00（入館は16：30まで）
火曜休館（祝日は開館）

10：00〜18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日は開館）

大人300円、中学生以下無料

☎0845-24-3715

開催中〜7月21日㈰
一般200円、共通500円（映画資料館も
観覧可）、中学生以下無料

談

■第36回企画展示
尾道港開港850年〜黄金時代と都市の考古学〜

相

7月13日㈯ 9：00〜12：00
圓鍔勝三彫刻美術館
1泊2日で、市内の個性豊かな6つ
講師 松岡髙則さん（彫刻家・日展 （圓鍔勝三彫刻美術館・なかた美術館・
参与）
尾道市立美術館・尾道市立大学美術
15人
館・平山郁夫美術館・耕三寺博物館）
1,000円（材料費）
を体験学習するバスツアーです。
窓口か電話、FAXで
7月31日㈬〜8月1日㈭
圓鍔勝三彫刻美術館
宿泊場所 尾道ふれあいの里
（☎0848 -76 -2888・
市内在住の小学 4〜6年生
0848 -77- 0071）
学 芸員による作品 鑑 賞やワーク
ショップなど
48人（抽選）
『新尾道市史 文化財編 上巻』を
1人8,000円（食事、宿泊・交通、
発刊しました
教材費）
平成28年度から「新尾道市史」の
6月11日㈫〜26日㈬に所定の様式
編さんを進めていましたが、この度最
を電話かFAXで
初の巻となる『新尾道市史 文化財 ※展覧会を市民センターむかいしま
編 上巻』を発刊しました。
で開催。
第一章 総論、第二章 建造物、
［会期：8月31日㈯〜9月8日㈰］
第三章 史跡、第四章 城跡、
㈱中国トラベル
第五章 名勝、第六章 天然記念物
（☎0848 -23 -3355・
販売価格 2,700円（税込）
0848 -23 -3358）
【取扱場所】文化振興課、中央図書館、
尾道市美術館ネットワーク
因島図書館、瀬戸田図書館、向島子
（尾道市立美術館内
ども図書館、みつぎ子ども図書館
☎0848 -23 -2281・
文化振興課
0848 -20 -1682）
（☎0848 -20 -7425）

日時

情報アラカルト
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7月20日㈯ 8：00〜16：30
向上寺・垂水天満宮・瀬戸田歴史
民俗資料館等
市内の中学生、小学5・6年生とそ
の家族（小学生以上）
文化財の見学、フェリー内部（船長
室）の見学、ロープワークや救命胴
衣の着用方法、体験学習など
100人（申込多数の場合は抽選）
7月3日㈬までに、各学校に配布す
る申込用紙で
文化振興課
（☎0848 -20 -7425）

①と③、③のみ参加 大人6,000円、高校生以下4,000円
①のみ参加 大人2,000円、高校生以下1,000円

スポーツ

尾道市文化財愛護少年団学習会
「洋上セミナー」

ホテルいんのしま

子育て

怪談を得意とした落語家・尾道文
治にちなんで、実話から創作まで、バ
ラエティにとんだコワーい話を、３人
の怪談作家が語ります。
7月6日㈯ 18：00〜
信行寺（東土堂町11- 36） 60人
一般2,000円 中学生1,000円
※小学生以下は無料。
信行寺
（鶴山☎080 -3902 - 0030）

本因坊秀策囲碁記念館

健康・福祉

おのみち信行寺落語会

因島市民会館

くらしの窓

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

開催中〜7月1日㈪
おのみち文学の館「文学記念室」
芙美子遺品やゆかりの品の展示
一般300円、中学生以下無料（林芙美子の命日の
6月28日㈮ は無料）
文化振興課（☎0848 -20 -7425）
文学記念室（☎0848 -22 - 4102）

8 月3 日㈯

☎0848-37-6555
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