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第 114 回さんびるシアター

テルサ de マルシェ
9.10sat

第 31 回しまね映画祭
松江テルサ

上映日時／ 2022 年

9 月 24 日（土）
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第 115 回さんびるシアター

第 31 回しまね映画祭
松江テルサ

上映日時／ 2022 年

10月 15日（土）
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松江勤労者総合福祉センター

＜お問合せ＞
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
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◎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。
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主な会場

開催時間

対象

主催者

連絡先

9/3(土)

環太平洋大学 学校説明会

研修室1

10：00～12：00

高校生・保護者

環太平洋大学

086-908-0362

9/7（水）

JDL AI-OCR全国展示会in松江

研修室2

10：00～15：00

会計事務所

（株）日本デジタル研究所
広島営業所

082-577-7765

9/8（木）

公文書写教室開設説明会

研修室2

10：00～12：00

一般

（株）公文エルアイエル

086-224-1533

9/10（土）

神戸電子専門学校
松江地区 学校説明会

研修室2

9：30～16：00

一般

神戸電子専門学校

0120-449-467

9/10（土）

テルサdeマルシェ

アトリウム

10：00～14：00

一般

松江テルサ事務局

0852-31-5550

9/10（土）

さんびるPresents復興支援ライブ
届け!!まつえーる Vol.11

テルサホール

14：00～17：00

一般

（株）さんびる

0852-26-0335

9/11（日）

第２回島根チアダンスフェスティバル

テルサホール

13：30～15：30

関係者

島根チアダンスフェスティバル
実行委員会

sde.kyokai@gmail.com

9/13(火)

電話応対コンクールスキルアップ研修会

中会議室

9：30～16：30

関係者

日本電信電話ユーザ協会

0852-55-8855

9/23(金)

島根の歴史文化講座 第１講

テルサホール

13：00～15：00

一般
（要事前申込）

島根県古代文化センター

0852-22-6727

9/24(土)

第114回さんびるシアター「くじらびと」

ドームシアター

①10：00～
②14：00～

一般

松江テルサ事務局

0852-31-5550

9/25(日)

第56回ヘルンをたたえる
青少年スピーチコンテスト

テルサホール
大会議室

9：30～18：00

小・中・高校生

松江市

0852-55-5517

10/1（土）

赤い羽根共同募金運動開始式

アトリウム

11：00～11：40

一般・関係者

島根県共同募金会

0852-32-5977

10/3（月）

全国一斉不動産無料相談会

テルサホール（C）

10：00～16：00

一般

（公社）全日本不動産協会
島根県本部

0852-26-4863

10/8（土）
～10（月）

松江市民文化祭

テルサホール

(8日)10：00～
(10日)～17：00

一般

松江市文化協会

0852-25-9521

10/8(土)

松江市民文化講演会
講師 荒俣 宏氏

大会議室

13：30～15：00

一般

松江市文化協会

0852-25-9521

10/9(日)

①JTBハワイセミナー
②JTBふるさと納税「ふるぽ」説明会

中会議室

①10：00～11：15
②11：30～13：00

一般
（要事前予約）

株式会社JTB
出雲ゆめタウン店

0853-23-7245

ドームシアター

①10：00～
②14：00～

一般

松江テルサ事務局

0852-31-5550
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催事名

※2022年8月10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。

10/15（土）

第115回さんびるシアター
「ぼけますから、よろしくお願いします。
～おかえりお母さん～」

10/16(日)

入学試験

小会議室
研修室1
研修室2

9:00～12:00

受験者

広島アニマルケア専門学校

082-546-1195

10/20（木）

敬語ブラッシュアップ研修会

中会議室

13:30～16:30

関係者

日本電信電話ユーザ協会

0852-55-8855

10/22（土）

史跡・出雲玉作跡指定百年
「古代国家の形成と出雲の玉作り」

テルサホール

13:30～16:00

一般

松江市埋蔵文化財調査課

0852-55-5284

10/23（日）

くらしとおかね講演会

テルサホール

14:00～15:45

一般

島根県金融広報委員会

0852-32-1509

10/23（日）

代々木アニメーション学院説明会

研修室1

13:00～16:00

一般

代々木アニメーション学院

082-504-9110

10/29（土）

10周年記念式典・文化賞授賞式

テルサホール

10:00～16:00

一般

中村元記念館

0852-76-9593

(29日)12:30～17:00
(30日) 9:00～12:00

関係者

第55回日本栄養・食糧学会
中国・四国支部大会事務局
(島根大学 室田)

0852-32-6572

テルサホール

14:00～16:00

一般

第55回日本栄養・食糧学会
中国・四国支部大会事務局
(島根大学 室田)

0852-32-6572

中会議室

14:00～16:00

高校生・一般

関西大学 入試センター

06-6368-1121

10/29（土）
～30（日）

第55回日本栄養・食糧学会
中国・四国支部大会

10/30(日)

市民公開講座
「健康寿命を延ばそう！～ロコモ・フレイル
予防のための“攻め”の食事」

11/3（木）

関西大学 入試説明会

11/3（木）
5（土）

島根ふくたまフェスティバル2022秋

テルサホール
リハーサル室

（3日）13:00～19:00
（5日）9:00～17:00

受講希望者

ふくたまフェスティバル
実行委員会

fukutamafes@gmail.com

11/5（土）

島根ふくたまフェスティバル2022秋
みんなで作るコンサート

テルサホール

14:00～16:00

一般

ふくたまフェスティバル
実行委員会

fukutamafes@gmail.com

11/6（日）

島根の歴史文化講座 第2講

テルサホール

13:00～15:00

一般
（要事前申込）

島根県古代文化センター

0852-22-6727

11/10（木）

国公立私立大学・短期大学・
専門学校進学相談会

テルサホール

16:00～18:30

高校生・一般
保護者

（株）栄美通信 広島支社

082-245-7927

11/12（土）

マイナビ仕事研究＆
インターンシップフェア松江会場

テルサホール

13:00～17:00

一般

（株）マイナビ

086-801-0336

11/26（土）

第116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

11/27（日）

島根の歴史文化講座 第3講

テルサホール

13:00～15:00

一般
（要事前申込）

島根県古代文化センター

0852-22-6727

(29日) 大会義室
(30日) テルサホール

