夏季展「圓鍔勝三

■ 瀬戸田図書館
●わくわくつゆのおたのしみ会
（☎0845-27-1877）
パペット・パペット
●おのみち水彩画展
6月26日㈰ ①10：30〜11：00
②11：30〜12：00
■ 中央図書館（☎0848-37-4946）
6月18日㈯〜7月3日㈰
●上映会「火曜名画座」
住吉義介さんの2022年カレンダー
向島公民館
幼児と家族
原画展
6月28日㈫ 18：00〜「河」
テーブルの上でくりひろげる、小さ
なパペットシアター「さんびきのこぶ
7月12日㈫ 18：00〜「踊る大紐育」 ●読書についての相談会
た」ほか
各回約40人
6月26日㈰ 14：00〜17：00
司書が読書のお悩み解決のお手伝
各回15人 ※要申込。
■みつぎ子ども図書館
いをします。申込時に予め相談内容 出演  にんぎょうげき  ひっぽ
（☎0848-76-3111）
をお知らせください。
● 御調中央小学校児童作品展
6人 ※電話かカウンターで要申込。
尾道市吹奏楽団
6月9日㈭〜30日㈭
第28回演奏会
■向島子ども図書館
■ 因島図書館（☎0845-22-8660） （☎0848-44-0114）
7月17日㈰ 13：30〜
しまなみ交流館
●ビロードの丘ちぎり絵展
●本のリサイクル市
曲目  
「ドレミの歌」
「北酒場」
「虹」ほか
「ふるさと」
6月25日㈯ 10：00〜14：00
開催中〜6月29日㈬
向島子ども図書館「わくわく」返却 指揮  景山勝博、岩神只幸、松本久美
（敬称略）
ポスト前
おもいでのちぎり絵８点を展示
一般500円、学生400円
●島の映画館 因島座
図書館で不要となった本をお分け
※小学生以下無料。
します。1人10冊まで。無くなり次
6月18日㈯・25日㈯ 10：30〜
チケット   しまなみ交流館１Ｆバスチ
第終了。
各回50人
ケット売場、各団員にて販売
本を入れる袋
尾道市吹奏楽団
（矢田 090 -1012- 8341）

働く人」

5月31日㈫～9月4日㈰
右の招待券を切り取り、圓鍔勝三彫刻美術館で
提出いただくと、１人１回入館無料となります。

〈キリトリ線〉

圓鍔勝三彫刻美術館

図書館の催し

しまなみ交流館
曲目
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木村 みづほ （美ノ郷町本郷）

「胡笳曲」

書（仮名）の部

島田 昌広

（向島町）

「万葉集二首」

写真の部

藤田 学

（栗原町）

「自由空間」

デザインの部

日置 芳也

（因島田熊町）

「Africa」

「聞き耳」

尾道市立美術館（ 0848 -23 -2281）

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）
■第66回尾道市美 術展
日本画・洋画・彫刻・工芸・書〔漢字・
仮名〕
・デザイン・写真
開催中〜6月19日㈰
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

■圓鍔勝三

働く人

開催中〜9月4日㈰
大人420円、高校・大学生310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（祝日の場合は翌日）

☎0848-76-2888

尾道市立大学美術館（久保三丁目） なかた美術館

■「無言館」所蔵作品による〈ふたりの被爆
画学生〉展 — 手島守之輔・伊藤守正 —

開催中〜7月22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

  （潮見町） 耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■Curriculum — 授業作品展 —
   １年次から大学院までの、日本画・油画・デザインか

■開館25周年記念
「BLUE−アイズピリとクリスタン−」

■常設展（仏教・茶道・近代日本画）

7月18日㈷〜8月21日㈰
10：00～18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

9：00～17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日）

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

ら成る3コースのカリキュラムで制作された作品を展
示。美術学科の教育の全体像をご覧いただけます。

☎0848-20-7831

6月18日㈯〜10月2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
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（耕三寺境内見学込）

☎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） おのみち映画資料館（久保一丁目）
■オノミチ・パビリオン～尾道大博覧会史～

明治から平成にかけて尾道で開催された
地方博覧会について、残された記録から当時
の様子や開催経緯などを紹介します。

開催中〜10月26日㈬
10：00～18：00
木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-0400

■本因坊秀策の遺品など展示中

尾道市の名誉市民であり、江戸時代の天才
棋士「本因坊秀策」が記した棋譜などを展示
しています。

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

■常設展

開催中
一般520円、団体 420円、中学生以下
無料

談

※今後の状況により内容・出演者等は変更になる場合があります。
詳しくは文化振興課HPをご覧ください。
▲ 文化振興課HP

書（漢字）の部

（向東町）

相

しまなみ交流館（ 0848 -25 - 4073 ※火曜日休館。
）

岡田 滿

情報アラカルト

持参物
締切
電子メール
ホームページ

山下雅也さん

  9：00〜 ①クラス別競技大会
13：00〜 ②指導碁
14：40〜 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
①各クラス48人
①か②の参加   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、①〜②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
※①と②の両方は申し込みできません。
6月30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

洋画の部

10：00～18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日の場合は翌日）

☎0848-37-8141
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芸術・文化

8月7日㈰

（ 2月18日振替公演）

ピアソラ：リベルタンゴ
プーランク：愛の小径
アイルランド民謡：ロンドンデリーの歌
ほか
出演 山下雅也さん（サクソフォン）
富永やよいさん（ピアノ）
7月1日㈮ から電話で
（受付時間 9：00〜17：00）
50人（予約制、定員になり次第終了）

13：00〜 囲碁サミット
因島市民会館

■ 第66回市美展大賞［尾道市長賞］※順不同・敬称略。

スポーツ

7月15日㈮ 19：00 〜

8月6日㈯

市民公募による美術作品展で、最も優秀な作品を制作したとして大賞を受賞した皆さんです。

子育て

サクソフォン＆ピアノコンサート

尾道市立美術館

健康・福祉

■ 〜山下雅也＆富永やよい〜

第75回
本因坊秀策囲碁まつり

開催中〜 6 月19 日㈰ 9：00 〜17：00（入館は16：30 まで） ※月曜休館。

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
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音楽のまちづくりギャラリーコンサート

第66回尾道市美術展
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