
しまなみ交流館 市民ギャラリー

料金等日程

入場無料

4月2日(日) フルート・ピアノ演奏発表会
木村音楽教室

(090)1683-0465

問い合せ先 時間行事名

4月8日(土)

尾道市立大学 小川ゼミ・スペシャル

「102歳、一人暮らし。」の

　石井哲代おばあちゃん講演＆トークショー

「上等、上等でございます」

尾道市立大学

小川研究室

(0848)22-8311㈹

開場   13：00

開演   14：00

終演   16：00

入場無料

予約不要

4月14日(金) 尾道いきいき大学　入学式

開場    9：20

開演   10：00

終演   11：00

4月5日(水)
令和5年度

尾道市立大学入学式並びに大学院入学式

尾道市立大学

(0848)22-8311㈹
関係者のみ

4月15日(土)
広島県・広島市公立学校

教員採用候補者選考試験説明会

広島県教育委員会

教職員課

(082)513-4927

入場無料

事前申込が必要です

4月29日(土) 第80回 尾道みなと祭 春の吹奏楽祭

尾道港祭協会

協賛部会

((一社)尾道観光協会内)

(0848)36-5495

開場   11：00

開演   11：30

終演   16：30

入場無料

4月28日(金) 第94回 尾道地域メーデー大会

尾道地域メーデー

実行委員会

(0848)37-1140

開場   18：00

開演   18：30

終演   19：40

関係者のみ

しまなみ交流館(テアトロシェルネ) 3月5日現在

日程 行事名 問い合せ先

2023きらきら音子コンサート

4月15日(土)

新しい風の会 トークセッション

弁士：合同会社つなぐ和 代表 かめだ年保

弁士：元NHKキャスター・ジャーナリスト 堀潤

新しい風の会

(070)4109-0975

   開場  13：00

   開演  14：00

   終演  15：30

入場無料

予約不要

4月1日(土)～

4月2日(日)
春の各流いけばな展

尾道各流華道協会

(0848)25-5038(小林)

時間 料金等

    10：00  ～

　　    17：00
入場無料

日程 行事名 問い合せ先 時間 料金等

K's music studio

(0848)23-4475

   開演  13：00

   開演  13：30

   終演  16：00

   開場  13：15

   開演  13：30

   終演  15：30

入場無料

4月29日(土)

尾道市民センターむかいしま文化ホール

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)

4April🎶 🎶🎶 🎶🎶

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

【1回目】

開場 10：00

開演 10：30

終演 11：45

【2回目】

開場 14：00

開演 14：30

終演 15：45

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

【経済情報学科】

開演 10：00

【日本文学科】

【美術学科】

開演 13：00



3月5日現在

日程 行事名 場所 時間 料金等

ミライキッズ プログラミング教室 会議室1 NPO法人ミライキッズ (090)4147-7722 13:30～
月2回の受講で

月額4,000円(税別)

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

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

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

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 9:00～17:00
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

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

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

9日(日)
笑い文字スキルアップ講座

                                文字2 漢字

会議室1

会議室2

一般社団法人

笑い文字普及協会  冠 亜矢
(090)9066-9956

1回目

10:00～12:00

2回目

13:00～15:00

受講料/9,350円

10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～

12日(水) Bright Future Way  英語教室 会議室1 岩岡 彩子 (090)9064-5339 13:30～ お問合せください

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

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

絵画教室 スクリブル 会議室2 中村 和代 (0848)24-1951 18:00～
会員制・

随時申込可能

14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

15日(土) ミライキッズ プログラミング教室 会議室1 NPO法人ミライキッズ (090)4147-7722 13:30～
月2回の受講で

月額4,000円(税別)

17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

水彩教室　 会議室1 10:00～12:00

Bright Future Way  英語教室 会議室2 岩岡 彩子 (090)9064-5339 13:30～ お問合せください

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

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

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

24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

Bright Future Way  英語教室 会議室1 岩岡 彩子 (090)9064-5339 13:30～ お問合せください

27日(木)
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

(0848)62-9111

問い合せ先

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

1日(土)

6日(木)

7日(金)

13日(木)

20日(木)

21日(金)

26日(水)

中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
(0848)62-9111

19日(水)

中国新聞文化センター

尾道しまなみ教室
会員制

令和５年4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


