
しまなみ交流館 市民ギャラリー

3月4日(土) 奥井紫麻 ピアノ・リサイタル
　開場  13：15

　開演  14：00

しまなみ交流館

(0848)25-4073

ベル・カントホール

(0845)27-3848

全席指定 /

一　　般　 2,000円

18歳以下　1,000円

※未就学児の入場はご遠

慮下さい

3月5日(日)
せとだ江戸落語会

※2022年9月19日(月・祝)振替公演

ベル・カントホール

(0845)27-3848

おのみち市民大学講座

「石井哲代的102歳の生き方

　　　　『さびない鍬でありたい』」

尾道市教育委員会

生涯学習課

(0848)20-7444

   開場  12：45

   開演  13：30

   終演  14：30

無料

料金等日程

入場無料

要整理券

3月5日(日)
総合ならいごと教室

おたまじゃくし 発表会

総合ならいごと教室

おたまじゃくし

(070)4207-6014

問い合せ先 時間行事名

3月12日(日)
尾道市民合唱団

　第41回 定期演奏会

尾道市民合唱団

(090)7377-0621

開場   13：30

開演   14：00

終演   15：30

入場料金 / 1,000円

3月10日(金)

3月5日(日)

カラオケどれみ 歌謡祭

  ゲスト：堀 真、園田 真弘、

　　　　　　愛 あきら、 桜 ゆかり、阿修羅

カラオケどれみ

代表 小森マリコ

(0848)20-1157

開場    9：10

開演    9：30

終演  17：00

入場無料

3月21日(火)

さくらコンサート

   ～松永高校＆沼南高校吹奏楽部による

                                    Joint Concert～

松永高校 / 光成

(084)933-5141

沼南高校 / 早田

(084)988-0311

開場   14：00

開演   14：30

終演   15：30

入場無料 / 要整理券

入場券のお問合せ↓

090-4659-8090(光成)

3月25日(土)
第35回

　尾道北高等学校器楽部 定期演奏会

広島県立

尾道北高等学校器楽部

(0848)37-6106

開場   14：30

開演   15：00

入場料金 / 500円

当日券あり

入場券のお問合せ↓

090-2008-4580

(器楽部顧問 金山)

しまなみ交流館(テアトロシェルネ) 2月5日現在

日程 行事名 問い合せ先

本因坊秀策囲碁まつり

実行委員会

(0845)24-3715

   開演  14：25

   終演  16：30

関係者のみ入場可

(チケット制)

※入会希望で観覧され

たい方は事前にご連絡

ください。

3月19日(日)

尾道市民センターむかいしま文化ホール

全席指定 / 2,000円

※未就学児の入場はご

遠慮下さい

ベル・カントホール
日程 行事名 問い合せ先 時間 料金等

第76回本因坊秀策囲碁まつり

第  9回女流秀策杯決勝戦

　　　　(公開対局・大盤説明会)

3月16日(木)

3月17日(金)
　

           上野友敬　×    The Trichromatic

しまなみ交流館

(0848)25-4073

時間 料金等

　開場  18：00

　開演  19：00

入場無料

事前申込不要

(入場は18時からです）

日程 行事名 問い合せ先 時間 料金等

令和 4年 6月

※主催者の了承を得た催しのみ掲載しています。都合により内容などが変更になる場合があります。

しまなみ交流館〔テアトロシェルネ〕 イベントカレンダー 令和5年(2023)

3March🎶 🎶🎶 🎶🎶

しまなみ交流館 テアトロシェルネ
〒722-0036 広島県尾道市東御所町10番1号

TEL(0848)25-4073
FAX(0848)22-2007

検索しまなみ交流館

Mail/simanami@city.onomichi.hiroshima.jp

開場 13：00

開演 13：30

尾道いきいき大学教養講座 修了式

【2部】

【1部】

開場 9：20

開演 10：00

終演 12：00

尾道市社会福祉協議会

地域福祉課

(0848)22-8385

会員制

随時申込可能

(年間受講料3,000円)

「近世尾道の発展と来訪者の力

～行商・医療・芸能の動向から～」

講師：森本 幾子

尾道市立大学 経済情報学部 准教授

開場 9：45

開演 10：00

終演 11：40

開場 14：45

開演 15：00

終演 15：40

開場 12：15

開演 12：30

終演 14：00
【3部】

しまなみ交流館 ギャラリーコンサート

ドラム ピアノ

「スウィングしなけりゃ意味がない」



2月5日現在

日程 行事名 場所 時間 料金等

みんなで歌おう 大会議室 13:00～14:30

シャンソンをおしゃれに歌おう 大会議室 15:00～16:30

水彩教室　 会議室1
中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
(0848)62-9111 10:00～12:00 会員制

フラワーアレンジメントサークル

Afternoon Tea
会議室2 倉橋 佳代 (090)5706-8038 10:30～12:00

無料

※花材費実費

都絵手紙教室(木曜コース) 会議室2 円福寺 都 (080)1904-9607 13:00～17:00
1,000円

随時申込可能

毛筆・硬筆 会議室1
中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
(0848)62-9111 15:30～17:00 会員制

都絵手紙教室(金曜コース) 会議室2 円福寺 都 (080)1904-9607 13:00～17:00
1,000円

随時申込可能

4日(土) 都絵手紙教室(土曜コース) 会議室2 円福寺 都 (080)1904-9607 9:00～17:00
1,000円

随時申込可能

6日(月) ソフィア・ゼミ(英会話スクール) 会議室1 ソフィア・ゼミ (086)462-8750 13:00～ 3,900円～

フラワーアレンジメントサークル

Afternoon Tea
会議室1 倉橋 佳代 (090)5706-8038 10:30～12:00

無料

※花材費実費

絵画教室 スクリブル 会議室1 中村 和代 (0848)24-1951 18:00～
会員制・

随時申込可

10日(金) 絵画教室 スクリブル 会議室1 中村 和代 (0848)24-1951 18:00～
会員制・

随時申込可能

11日(土)
人生100年時代のマネーセミナー

(初心者向け)
会議室2

㈱ほけんの110番

イオンスタイル尾道店
(0848)38-9260 10:00～ 無料

12日(日)
東洋羽毛中四国販売㈱

上得意様展示会
大会議室 東洋羽毛中四国販売㈱ (082)850-3850 未定 無料

13日(月) ソフィア・ゼミ(英会話スクール) 会議室1 ソフィア・ゼミ (086)462-8750 13:00～ 3,900円～

みんなで歌おう 大会議室 13:00～14:30

シャンソンをおしゃれに歌おう 大会議室 15:00～16:30

美術の楽しみ方 会議室1 13:00～14:30

公明党無料法律相談 会議室2 公明党第5総支部 (090)3375-1110 13:00～21:00
無料

※事前申込必要

水彩教室　 会議室1
中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
(0848)62-9111 10:00～12:00 会員制

アトリエ 明日の余韻

カルトナージュ教室
会議室1 平川 美和子 (090)4806-1285 13:00～16:00 3,000円

絵画教室 スクリブル 会議室1 中村 和代 (0848)24-1951 18:00～
会員制・

随時申込可能

都絵手紙教室(木曜コース) 会議室2 円福寺 都 (080)1904-9607 9:00～17:00
1,000円

随時申込可能

ボビンレース工房 大会議室 13:00～15:00

健康のための

ボイストレーニングとコーラス
大会議室 15:30～17:00

毛筆・硬筆 会議室1 15:30～17:00

絵画教室 スクリブル 会議室1 中村 和代 (0848)24-1951 18:00～
会員制・

随時申込可能

人生100年時代のマネーセミナー

(初心者向け)
会議室2

㈱ほけんの110番

イオンスタイル尾道店
(0848)38-9260 10:00～ 無料

20日(月) ソフィア・ゼミ(英会話スクール) 会議室1 ソフィア・ゼミ (086)462-8750 13:00～ 3,900円～

27日(月) ソフィア・ゼミ(英会話スクール) 会議室1 ソフィア・ゼミ (086)462-8750 13:00～ 3,900円～

みんなで歌おう 大会議室 13:00～14:30

シャンソンをおしゃれに歌おう 大会議室 15:00～16:30

フレンドシップサロン・

アセンブリ定例会
会議室1

フレンドシップサロン・

アセンブリ 友野
(090)1013-6932 19:00～ 無料

30日(木) 水彩教室　 会議室1
中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
(0848)62-9111 10:00～12:00 会員制

31日(金) 毛筆・硬筆 会議室1
中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
(0848)62-9111 15:30～17:00 会員制

(0848)62-9111 会員制

中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
(0848)62-9111 会員制

(0848)62-9111 会員制

中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
(0848)62-9111 会員制

15日(水)

16日(木)

17日(金)

29日(水)

中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室

中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室

1日(水)

2日(木)

3日(金)

9日(木)

問い合せ先

令和５年3月の会議室情報
主催者の了承を得た催しのみ掲載しています。都合により内容などが変更になる場合がありますしまなみ交流館 会議室


