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松江勤労者総合福祉センター
松江テルサ事務局 ( 指定管理者　株式会社さんびる )
〒690-0003 松江市朝日町 478-18　　　   TEL0852-31-5550 ／ FAX0852-31-5540
【URL】https://www.matsue-terrsa.jp/       【E-mail】terrsa@sanbg.com

＜お問合せ＞ 

◎新型コロナウイルス感染症対策等行っております。ご来館頂く際には、ご協力お願い致します。
・発熱、咳等体調不良の症状がある方は、ご来館をお控え下さい。　・マスクの着用、入口等での手指消毒をお願い致します。

2023年3月～2023年5月の主な催し物

※2023年1月31日時点で正式なお申込みがあった催事のみ掲載しております。
　各イベントの開催状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更に
　なる場合がありますので、最新の開催状況は、各主催者までお問合せ下さい。

日付 催事名 主な場所 開催時間 対象 主催者 連絡先

3月4日(土) 第36回富士通Japan囲碁まつり テルサホール 13：00～16：30 一般 TSKさんいん中央テレビ事業部 0852-20-8888

3月5日(日) 日本共産党演説会 テルサホール 10：00～11：30 一般 日本共産党島根県委員会 0852-24-2444

3月7日(火) 社会福祉法人経営者セミナーⅡ 大会議室 13：00～16：00 関係者 島根県社会福祉法人経営者協議会 0852-32-5958

3月10日(金) 監理技術者講習 中会議室 9：00～16：40 関係者 (一財)全国建設研修センター 042-300-1741

3月12日(日) 松江伝統芸能祭 テルサホール 13：00～17：00 一般
松江伝統芸能祭

実行委員会　事務局
0852-55-5517

3月15日(水) 酒類販売管理研修 中会議室 13：30～15：30 一般 (一社)日本フランチャイズチェーン協会 03-5777-8701

3月17日(金)
専門学校坪内総合ビジネスカレッジ
2022年度卒業証書授与式

テルサホール 10：00～11：50 関係者 専門学校坪内総合ビジネスカレッジ 0852-26-8000

3月18日(土) テルサdeマルシェ
テルサホールC
アトリウム

10：00～14：00 一般 松江テルサ事務局 0852-31-5550

3月18日(土) 笹森理絵氏　講演会 大会議室 10：00～12：00 一般 島根県精神保健福祉会連合会 0852-32-5927

3月19日(日) ESP学園主催　出張説明会 研修室2 10：30～16：00 一般 専門学校ESPエンタテインメント大阪 06-6373-2888

3月19日(日) 第108回山陰小児科学会 大会議室 9：00～14：00 地方会員 島根大学小児科 0853-20-2219

3月25日(土)
第120回さんびるシアター
「川っぺりムコリッタ」

ドームシアター
①10：00～
②14：00～

一般 松江テルサ事務局 0852-31-5550

3月25日(土)
松江西高等学校吹奏楽部
第4回定期演奏会

テルサホールA 14：00～15：30 一般 松江西高等学校吹奏楽部 0852-21-2925

4月5日(水)
専門学校坪内総合ビジネスカレッジ
令和5年度入学式

テルサホール 14：00～16：00 関係者 専門学校坪内総合ビジネスカレッジ 0852-26-8000

4月20日(木) 新入社員接遇マナー・クレーム対応研修会 大会議室 10：00～16：30 関係者
(公財)日本電信電話ユーザ協会

島根支部
0852-55-8855

4月21日(金)
　～23日(日) 春の大呉服市 テルサホールC

21日：13：00～19：00
22日：10：00～19：00
23日：10：00～17：00

一般 ㈱京都きもの市場 075-241-0181

4月22日(土)
第121回さんびるシアター
「冬薔薇（ふゆそうび）」

ドームシアター
①10：00～
②14：00～

一般 松江テルサ事務局 0852-31-5550

4月22日(土) 発達支援教育士認定講座 研修室1 10：00～16：30
ご家族

又は関係者
㈱整理収納教育士 090-4895-2218

5月2日(火) 監理技術者講習 中会議室 9：00～16：40 関係者 (一財)全国建設研修センター 042-300-1741

5月21日(日) KaTaCHI～急ノ章～ テルサホール 14：00～16：00 一般 KaTaCHI実行委員会 076-274-4744

5月26日(金)
令和5年度　日本応用地質学会
中国四国支部　総会・講演会

大会議室 13：00～17：00
総会：会員

講演会：関係者
日本応用地質学会
中国四国支部事務局

0852-66-3680

5月27日(土) 第122回さんびるシアター（詳細未定） ドームシアター
①10：00～
②14：00～

一般 松江テルサ事務局 0852-31-5550

5月30日(火)
（公社）島根県トラック協会
第11回通常総会

テルサホール 13：00～17：00 関係者 （公社）島根県トラック協会 0852-21-4272

さんびるシアター

第 120回さんびるシアター

■監督・脚本：荻上直子
■出演 :松山ケンイチ、ムロツヨシ、満島ひかり、吉岡秀隆

©2021「川っぺりムコリッタ」製作委員会

☎
Peatix

「ご飯ってね、ひとりで食べるより誰かと食べた
ほうが美味しいのよ」友達でも家族でもない、
でも孤独ではない、新しい「つながり」の物語。

©2022「冬薔薇 ( ふゆそうび )」FILM PARTNERS

家族、友人、そして自分自身とも向き合えずにいた。
心の欠損を抱えた「寄る辺なき者たち」が
織り成す人間ドラマ。

第 121回さんびるシアター

■監督・脚本：阪本順治
■出演 :伊藤健太郎、小林薫、余 貴美子、伊武雅刀、石橋蓮司

第96回キネマ旬報ベスト・テン(日本映画)第5位

上映日時／2023年3月25日（土） 上映日時／2023年4月22日（土）

★ 月 1 回から毎週開催までお好きな回数で開講できます。

★ 朝 9 時～夜 21 時 30 分まで開講可能。

★ 健康教室からカルチャー教室まで幅広く開催中。 【お問合せ】松江テルサ事務局 0852-31-5550

松江テルサにはダンス、歌唱、生け花、手芸、語学など教室に最適な
お部屋があります。自分の趣味を活かして教室を開いてみませんか？

松 江 テ ル サ 文 化 教 養 講 座

詳しくはHPを
ご確認ください
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【日時】

松江テルサ１階
テルサホール

アトリウムシャラ

【場所】

（　　　）

am 2 AnCookie 3 Clover

4 5 greeninterior jungle 6 ihana Creare.accessary

7 izumoiro 98 kemrim

10 mitsubachi-365-malu_malu 11 petit ohaco

13

TEL  0852-31-5550

FAX  0852-31-5540

12

今回で２回目の開催となり
前回の倍の出店者数となりました♪

たくさんのお店の中から
お気に入りの商品が見つかるかも

E-mail  terrsa@sanbg.com

みなさまのご来館
心よりお待ちしております


