尾道市立大学
経済情報学部講演会
■日本経済の長期的発展過程にお
ける文化と制度
10月25日㈮ 14：50〜16：20
尾道市立大学
※駐車場はございません。公共交通
機関でお越しください。
尾道市立大学の学生、尾道市民ほか
講師 寺西重郎さん（一橋大学名誉
教授、経済学者）
尾道市立大学経済情報学部
（☎0848 -22- 8311㈹）

市内で活動する文化芸術団体が一
11月8日㈮〜12月4日㈬
同に会し、華やかな舞台や演奏を繰り ※木曜休館。
広げます。
因島水軍城
しまなみ交流館
日本遺産村上海賊の海城の紹介、
■11月9日㈯ 11：00〜
尾道・今治の数々の城跡出土資料
などの展示
筝曲、フルート、吹奏楽、尺八、合唱
など
一般330円、小・中学生160円
■11月10日㈰ 11：30〜
文化振興課
（☎0848 -20 -7492）
バレエ、舞踊、ダンス、フラ、吟詠剣
詩舞、和太鼓など
尾道市文化協会事務局
第19回外国人による
（文化振興課内☎0848 -20 -7514）

日本語スピーチ大会&交流会

尾道の生活や体験談を日本語で語
ります。
10月27日㈰ 14：00〜16：00
総合福祉センター
尾道市国際交流推進協議会
（秘書広報課内☎0848 -38 - 9395）
フィーラス華（☎090 -7994 - 5461）

10月27日㈰ 9：20〜
しまなみ交流館
尾三地区高校演劇部による演劇公演
尾道市文化協会事務局（文化振興
課内☎0848 -20 -7514）

広報おのみち・令和元年10月

した。ちょうど桜が満開の時期で、ピンクに染まる千光寺が
とても美しくて感動しました。千光寺から尾道全体を見下ろして目に映った風景に心
が揺さぶられ、この美しい町でこれから頑張らなければならないと心に決めました。
尾道にいると時間の流れが少し遅く感じます。休日には尾道商店街を歩き回ったり、
フェリーで向島に渡って一人旅をしたりすると尾道の色々なところを発見できます。時に
は学校やアルバイトの友達と駅前の芝に座り込んでたくさん話をしています。私はこうして溜まったストレスを
解消しています。尾道は都会のように便利ではないですが、私にとってはそれこそが魅力だと思います。
まだまだ知らないところがたくさんありますが、やっぱりここ尾道にいると心が落ち着くような感じが好き
で、ここから離れたくないと思っています。

尾道港開港850年記念
「東京物語」と尾道 原風景への旅
映画の街として、多くの作品の舞
台になった尾道。
今でも、1953 年に公開された
小津安二郎監督の名作、
「東京物
語」に映し出された情景を求め、
尾道を訪れる人は少なくありませ
ん。名画「東京物語」をテーマに、
尾 道の文化や歴 史を検 証しなが
ら、その魅力を語り合います。

尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内☎0848 -38 -9395）

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） 平山郁夫美術館（瀬戸田町沢）
■ここからむこうまで—広島から発信する
現代アート FROM HERE TO BEYOND

東京物語

Ⓒ1953松竹株式会社

11月25日㈪ 19：00〜21：00
しまなみ交流館
690人
ゲスト 佐野史郎さん（俳優）
、戸田芳樹さん（ランドスケープアーキテクト）
、
茂木健一郎さん（脳科学者）
司会 ヴィヴィアン佐藤さん（映画評論家・アーティスト・尾道観光大志）
1,000円（18歳以下無料）
※チケットは、しまなみ交流館、尾道
観光案内所、シネマ尾道ほかで10月
1日から販売中。
※18歳以下は、チケット販売所で特別
無料券を配布。
その他 このイベントのチケットを持
参すると、シネマ尾道で上映される
「東京物語」をご鑑賞いただけます。
（チケット1枚につき1回のみ鑑賞可）
佐野史郎さん
ヴィヴィアン佐藤さん
上映期間 11月23日㈷〜29日㈮
※時間は直接お問合せください。
シネマ尾道（☎0848 -24 - 8222）

開催中〜10月27日㈰
大人800円、高校・大学生550円、中学生
以下と70歳以上（要年齢確認）は無料
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

☎0848-23-2281

■特別展「圓鍔勝三 圓鍔元規 親子展
ー 彫刻家と家族ー」

開催中〜12月1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
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は翌日）

☎0848-76-2888

尾道市立大学美術館（久保三丁目） なかた美術館
■In Focus 10

－卒業生の現在－

本学を卒業・修了し、各分野で活躍している新進作家、
池上望月（日本画）、高松明日香（デザイン）、外薗千里
（油画）の3名を紹介します。10回目となる今回は「連想す
る絵画」をキーワードに作家を選出しました。

11月2日㈯〜12月8日㈰

10：00〜18：00 水・木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-7831

（潮見町）

■企画展「世界遺産

敦煌」

開催中〜12月1日㈰
一般920円、高校・大学生410円、
小・中学生210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）

■コレクションから見る『パリと画家たち』

■茶の湯の四季展

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

10月12日㈯〜令和 2 年2月16日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

☎0848-20-1218

開催中〜12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）
■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〜

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
大人310円、中学生以下無料

10：00〜17：00（入館は16：30まで）
火曜休館（祝日は開館）

☎0845-24-3715

■尾道・今治巡回特別展「中世日本の海
賊と城Ⅱ 宣教師がみた西国の海賊」

談
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した。入学式の少し前、尾道の有名な千光寺へ観光に行きま

相

持参物
締切
電子メール
ホームページ

市民センターむかいしま
■作品展示 11月13日㈬〜17日㈰
9：00〜18：00（最終日は16：00まで）
尾道市文化協会会員による絵画、
書、陶芸、彫刻、生け花、写真など
■子ども囲碁教室・大会
11月16日㈯ 13：00〜
■お茶席 11月17日㈰ 10：00〜
流派 茶道速水流滌源会尾道支部
50人
文化振興課（☎0848 -20 -7514）

後、尾道市立大学に入学することになり、尾道に引っ越しま

情報アラカルト

尾道港開港850年記念
「尾道の美展2019」

私が尾道に来たのは 3 年前の大学受験の時でした。その

開催中〜11月4日㈪
一般210円、共通520円（映画資料館も
観覧可）、中学生以下無料

10：00〜18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日は翌日）

☎0848-37-6555

広報おのみち・令和元年10月

芸術・文化

11月4日㈪ 18：30〜20：00
尾道市立大学サテライトスタジオ
講師 林直樹（尾道市立大学経済情
報学科准教授）
尾道市立大学地域総合センター
（☎0848 -22- 8311㈹）

ファン ティ ティン（ベトナム） 尾道市立大学 経済情報学科3年

スポーツ

第 8 回尾道文学談話会
ジャーナリストとしてのスウィフト
−『ガリヴァー旅行記』誕生秘話−

心が落ち着く場所

子育て

名誉市民小林和作画伯ゆかりの、
地元作家の絵画を、尾道本通り商店
街の店頭に展示します。
11月1日㈮〜10日㈰
尾道本通り商店街
和作忌協賛会
）
（☎0848 - 44 -2049（竹森）

令和元年11月2日㈯〜令和2 年1月19日㈰
右の招待券を切り取り、尾道市立美術館で
提出いただくと、1人1回入館無料となります。

健康・福祉

第44回和作忌協賛街頭展

尾道市立美術館コレクション展

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

第18回
高校生おのみち演劇祭

尾道市民音楽芸能祭2019

日本遺産尾道・今治巡回特別展
「中世日本の海賊と城Ⅱ」

︿キリトリ線﹀

尾道市立美術館
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