
お気軽にご相談ください

呉市本通1-5-10隠田第３ビル１階 取扱募集代理店
0120-35-1721

P

あなたの
保険の 診断してみませんか？
無料診断実施中！

有

-----真心で奉仕して74年 -----

ある日、とてもおいしいお肉に出会いました。

☎0823-89-9312
広島弁護士会所属 弁護士　平 岡 達 也

呉駅徒歩１分

まずは
お問合せ
ください

Open 10:00  close17:00

〒737-1377　呉市倉橋町石持 132- 8　☎0570-01-8102
ドリンク１杯　大人￥1,000　４歳～小学生￥500

F.H.ロイス博物館
地中海料理 パイレーツオブ笹子島
笹子島コテージ

田中昭彦 デザイン室
E-mail  tanakaakihiko@me.com
https://good -design. jimdo.com

糧配本部

みなと青果

燃料部

食堂事業部

営業部

8-7☎0823-23-1234
呉駅

国道31号

阪急ホテル クレール
法律事務所
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日 曜 催物名 開場 開演 ご入場方法 主催者等 お問合せ終演予定

新日本造機ホール
【出演】呉市音楽家協会
【曲目】未定

6月23日（金）12：20～12：50
「潤いコンサート」観覧無料

毎月最終金曜日※日程の関係で、最終金曜日ではありません。
新日本造機ホール

【出演】呉市文化振興財団登録アーティスト
【曲目】ロバート・シャーマン（峽間美帆 編曲版）
　　　：小さな世界 ほか

5月19日（金）12：20～12：50
「潤いコンサート」観覧無料

毎月最終金曜日※日程の関係で、最終金曜日ではありません。

日 曜 催物名 開場 開演 ご入場方法 主催者等 お問合せ終演予定

4
土
日

10

●掲載の催物以外にも準備日・リハーサル・非公開の催物などで使用日もございます。●くれフレンドリーニュース発行後に変更・中止になる場合もございます。
●事業案内・入場料・応募方法など詳細については各催物の主催者へお問合せください。●　　　　は「くれフレンドリー友の会」会員割引がございます。●価格は税込。　友の会

くれフレンドリー

新日本造機ホール 催物ご案内6月 ☎0823-25-0306 呉市中央4丁目1番6号呉市役所１階

☎0823-25-7878 呉市中央 3丁目10番 1号6月 催物ご案内

［ご来館の皆様へ］ご来館の際には各館の取り組みについて、 ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

日11
水14
土17
日18
日25
金30

【6月休館日のお知らせ】呉信用金庫ホール：毎週月曜日／新日本造機ホール：6月13日（火）・6月27日（火）

※価格は税込

※チケットの販売数や取扱い席は、事業ごとに異なります。※友の会は呉市文化振興財団くれフレンドリー友の会です。※友の会価格（割引価格）での販売は、呉市文化振興財団事務局
（呉信用金庫ホール内）、新日本造機ホールの取扱いに限らせていただきます。※催しによっては公演前であってもお取り扱いが終了していることもございます。

略号説明 指 自全席指定 全席自由 未未就学児童入場不可　  託児室有り

受付時間＝9：00～18：30　休館日：月曜日※月曜日が休祝日の場合は翌平日

ピカソ 青の時代を超えて
ひろしま美術館開館45周年記念

一般：1,600円　大学生：1,000円 ※高校生以下は無料
入館料［前売券］

お問合せ／ひろしま美術館☎082-223-2530

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今後イベントなどが中止や延期となることがあります。
開催状況については、それぞれの問合せ先へ確認してください。本紙に掲載している内容は4月13日（木）時点のものです。

土3
日4
金9
土24
日25
月26

劇団舞群劇団舞群５０回公演
「語りと芝居で紡ぐ３つの小さな物語」 ☎090-9733-179718：3018：00

9：30

入場無料20：00

呉地区高等学校
音楽連盟12：30 13：00 17：00 ☎0823-72-5577

（担当：川口）入場無料第62回呉地区高等学校連合音楽会

13：30 14：00 16：00Eliberta 1st Concert

広島県立
呉宮原高等学校9：00 17：00 ☎0823-21-9306入場無料宮高祭 合唱コンクール

■４月28日（金）～30日（日）
■５月４日（木・祝）～７日（日）
■５月12日（金）～14日（日）
■５月1８日（木）～21日（日）
■５月25日（木）～28日（日）
■５月26日（金）～28日（日）
■6月4日（日）～18日（日）　
■6月8日（金）～11日（日）　
■6月14日（水）～18日（日）　
■6月15日（木）～18日（日）　
■6月16日（金）～18日（日）　
■6月30日（金）～７月2日（日）　
■6月30日（金）～７月2日（日）　

自然会日本画作品展
傘寿記念　島田戴造の仕事展　
竹彩会絵画作品展
第12回 いかしの舎絵手紙展
第14回 くらしの舎絵手紙展
グループきらら作品展
比治山大学短期大学部美術専攻科展※最終日は15時まで。

原年永わあるど展
第6回 全国はがき筆文字展
令和５年 フォトサークル「椿」作品展※初日は11時から

第８回 水彩連盟広島県支部展
呉写真団体連合会写真展※初日は11時から

第32回 天游文会展

4月～6月の
市民ギャラリー

いずれも入場料無料。
特に表記がない場合最終日は16時まで

2階展示室

入場料 2,000円一般自 友の会
くれフレンドリー ※４歳以上有料

※４歳以上有料

お問合せ／呉市文化スポーツ部文化振興課☎0823-25-3462
呉市春の文化祭
第27回呉ジョイントバレエコンサート

1,800円

入場料 S席：6,800円一般指 友の会
くれフレンドリー

お問合せ／ソワード株式会社☎099-223-8005
熱唱 歌のステージ～名曲をあなたへ～
（千昌夫・新沼謙治・中村美律子）

S席：6,300円

お申込み・お問合せ 呉信用金庫ホール☎0823-25-7878

窓口販売呉信用金庫ホール 9：00～19：00

窓口販売 8：30～19：00
新日本造機ホール 受付時間変更のお知らせ
令和５年４月１日（土）より受付時間を変更いたしました。皆様には、ご不便をおか
けすることになりますが何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

変更前
窓口販売 8：30～18：00
４月１日（土）から変更いたしました

【感染防止対策】入館時に発熱の有無をおうかがいします。
【接触感染対策】アルコール消毒液で手指消毒と、こまめな手洗いをお願いいたします。
【飛沫感染対策】咳をする際はマスクやハンカチで口を覆うなど咳エチケットにご留意ください。

新型コロナの今後の状況によっては、臨時休館する場合があ
りますので、最新の情報は呉信用金庫ホール・新日本造機
ホール・呉市立美術館のホームページ等で、ご確認いただき
ますようお願いいたします。

日 曜 催物名 開場 開演 ご入場方法 主催者等 お問合せ終演予定

日 曜 催物名 開場 開演 ご入場方法 主催者等 お問合せ終演予定
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●掲載の催物以外にも準備日・リハーサル・非公開の催物などで使用日もございます。●くれフレンドリーニュース発行後に変更・中止になる場合もございます。
●事業案内・入場料・応募方法など詳細については各催物の主催者へお問合せください。●　　　　は「くれフレンドリー友の会」会員割引がございます。●価格は税込。　友の会

くれフレンドリー

新日本造機ホール 催物ご案内5月 ☎0823-25-0306 呉市中央4丁目1番6号呉市役所１階

☎0823-25-7878 呉市中央 3丁目10番 1号5月 催物ご案内

日28

【5月休館日のお知らせ】呉信用金庫ホール：毎週月曜日／新日本造機ホール：5月9日（火）・5月23日（火）

水・祝3 呉市春の文化祭

第１28回 吟詠剣詩舞大会 13：0012：00 16：00 入場無料 呉市
呉市文化団体連合会 ☎0823-25-3462

日14 木谷歌謡教室

第１5回『歌謡フェスティバル』 9：309：00 17：00 入場無料 木谷歌謡教室

カラオケかよ

☎090-9468-0670
（木谷）

日21 呉市
呉市文化団体連合会呉市春の文化祭第１26回三曲演奏会 ☎0823-25-346212：3012：00 入場無料16：00

日28 チャリティー歌謡祭カラオケかよ ☎080-1635-50339：008：30 入場無料19：00

呉市
呉市文化団体連合会13：30 14：00 17：30 ☎0823-25-3462自由席：2,000円

友の会
くれフレンドリー

一般：7,700円

一般：1,000円
学生：　500円

友の会
くれフレンドリー

友の会
くれフレンドリー

呉市春の文化祭

第27回呉ジョイントバレエコンサート

呉市文化振興財団 ☎0823-25-787816：00呉信用金庫ホール～アートサロン～
チェンバロコンサート 13：30 14：00

9：00

自由席一般：2,500円
高校生以下：　500円

チェンバロ体験講座 呉市文化振興財団17：30 ☎0823-25-7878

呉市文化振興財団 ☎0823-25-7878

Eliberta

18：00 18：30 20：00「ホルンと愉しむ室内楽の夕べ」 一般：2,000円
小学生～大学生：1,000円 山田葉菜

YUMEBANCHI（広島）

☎090-5267-8194
（代表：吉原）

グループレッスン１名1,500円
個人レッスン１名5,000円
事前応募制：申込締切4月17日（月）

呉信用金庫ホール エレベーター改修工事のお知らせ
呉信用金庫ホールでは、エレベーターの改修工事を予定しております。それに伴い、改修工事期間中はエレベーターがご利用いただけませんのでご了承ください。

工事期間中は、皆様に大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申しあげます。

※表示価格は税込です。

公演チケットが一般発売より早く、
しかも割引価格でご購入いただけます。

個人会員2,000円
グループ会員4,000円
法人会員10,000円

ご家族やお友達同士でも、グループ会員、
法人会員にご入会いただけます。

【有効期限】令和5年4月1日から
　　　　　　令和6年３月31日までの１年間
※事業により特典内容が変更となる場合がございます。
チケットの販売数や取扱い席は事業ごとに異なります。
予めご了承ください。※詳しくはホームページをご覧ください。

チケットご購入の優待は1公演につき、個人2枚、 グループ5枚、
法人15枚までとなります。※財団が指定する事業に限ります。

¥OFF
ticket

※工事期間は前後する場合がございます。工事期間の詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。改修工事予定期間：令和５年５月中旬～令和５年７月末

入場無料（要入場券）
※配布場所は市政だより6月号をご覧ください

呉市市民部人権・
男女共同参画課13：00 13：30 15：55 ☎0823-25-3476

呉市男女共同参画週間事業

映画上映会「とんび」
入場無料 呉市

呉市文化団体連合会13：00 13：30 16：00

17：00 17：45

☎0823-25-3462

16：30 17：30 20：00 ☎082-249-3571

☎090-6835-8787

呉市春の文化祭

第二洋楽部合唱フェスティバル

東京スカパラダイスオーケストラ
2023 HALL TOUR「JUNK or GEM～Spring&Summer」

THE ALFEE
「2023 Spring Genesis of New World 風の時代」

チケットは完売いたしました

☎0823-21-801310：00 関係者のみ16：30
全日本ピアノ指導者協会
広島中央支部
広島南ステーション

ピティナ ピアノステップ 呉地区

愛音の会ランチタイムコンサートVol.6 12：1011：40 12：50 入場無料 ☎0823-25-0306 呉市文化振興財団
（新日本造機ホール）

☎0823-25-0306ー ー

ー
ー

ー 呉市文化振興財団
（新日本造機ホール）

新日本造機ホール
グランドピアノ一般開放 応募制

※申込み方法は本紙をご覧ください
「スタインウェイD-274を弾いてみてクレVol.3」

「スタインウェイD-274を弾いてみてクレVol.3」

お申込みは
スマホから

●対象：小学生以上でピアノ演奏経験３年以上の個人の方※小・中学生は保護者同伴で参加のこと。
●日時：6月24日（土）・25日（日）・26日（月）10：00 ～18：５０の間で１組1時間（準備・片付け含む）※１組ピアノ演奏者3名まで
●定員：18組（申込多数の場合は抽選）※ただし「今回初めて参加の方」を優先させていただきます。
●申込方法：5月31日（水）までに新日本造機ホールホームページ専用申込フォームから申込みください。
　（https://www.kure-shimin.jp/?cn=100849）※抽選の結果は6月7日（水）以降にメールでお知らせします。

新日本造機ホールグランドピアノ一般開放

独奏・連弾・アンサンブルなど自由に演奏できます。有料レッスンなど営利目的、講師を伴うレッスン等での利用はできません。

呉映画サークル 第320回例会
『僕たちは希望という名の列車に乗った』 友の会

くれフレンドリー

お問合せ／呉映画サークル☎0823-24-0217

入場料［前売券］ 一般：1,400円　学生：1,100円
一般：1,260円　学生：990円

一般
自

一般：1,200円　高・大学生：800円 小・中学生：500円
入館料［前売券］

お問合せ／広島県立美術館☎082-221-6246
川瀬巴水 旅と郷愁の風景 

【お問い合わせ先】呉市文化スポーツ部文化振興課☎0823-25-3462
■6月22日（木）～26日（月）　呉美術協会会員展※最終日は15時まで

有料：一般300円ほか

利用料金／使用する部屋の広さと日数によっ
　　　　　て決まります。
利用時間／9：00～17：00（半日単位）
※ただし美術館は10：00に開館します。
休 館 日／火曜日
※ただし、火曜日が祝・休日の場合は開館、翌平日休館

市民ギャラリーを
利用してみませんか
呉市立美術館では２階展示室を、市民ギ
ャラリーとして貸出しを行っています。美術
作品の個展や展覧会にご利用いただけま
す。作品発表の場をお探しの方、個展を
開いてみたい方お気軽にご活用ください。

詳細はホームページまたは呉市立美術館ま
でお問合せください

令和５年度
呉信用金庫ホールは
開館３５周年を迎えます
このほかにも多催な事業を予定し
ています。ぜひ、公演チケットが一般
発売より早く、しかも割引価格でご
購入いただける「くれフレンドリー
友の会」にご入会ください。

9月23日（土・祝）
諏訪内晶子ヴァイオリンリサイタル

9月16日（土）～11月5日（日）呉市立美術館［特別展］
10月21日（土）呉信用金庫ホール［コンサート］
明和電機ナンセンスファクトリーin呉

11月３日（金・祝）
桂宮治 独演会

【年会費】

参加料無料［事前応募制］

※初日は12時から。最終日は15時30分まで。
［別館ギャラリー］

◀折 ◀折 ◀折


