松江テルサイベントガイド2022～2023

Vol.
2022年12月～2023年2月の主な催し物
日付

催事名

82
WINTER

※2022年11月5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。
主な場所

開催時間

対象

主催者

連絡先

アトリウムシャラ

8：30～22：00
最終日は17：00まで

一般

NHK松江放送局

0852-32-0700

大会議室

9:00～17：30

関係者

松江市産業経済部
まつえ産業支援センター

0852-60-7101

12月2日（金）
～11日（日）

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」巡回展

12月3日(土)

松江City Hack!!

12月17日(土)

島根の歴史文化講座 第4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

12月17日(土)

第117回さんびるシアター「ツユクサ」

ドームシアター

①10：00～
②14：00～

一般

松江テルサ事務局

0852-31-5550

12月25日(日)

プラバ・ワンダフルクリスマスタイム
in松江テルサ

テルサホール
（B・C）

15：30～17：00

一般

松江市・松江市教育委員会
松江音楽協会

0852-27-6000

大会議室

13：00～15:20

一般

松江市医師会事務局

0852-23-2472

1月8日(日)

鳥取大学・松江市医師会共催
市民公開講座

1月21日(土)

マイナビ転職フェア 島根

テルサホール

10：00～16：00

一般

株式会社マイナビ

mt-event@mynavi.jp

1月22日(日)

IPU・環太平洋大学説明会

研修室2

18:30～20：30

一般

環太平洋大学アドミッションセンター

086-908-0362

1月28日(土)
～29日(日)

松江怪喜宴8 酒林堂八雲2022

テルサホール

1/28 18：00～
1/29 12：30～
17：00～

一般
（チケット購入者）

松江怪喜宴実行委員会
（松江市観光振興課内）

0852-55-5214

1月28日(土)

第118回さんびるシアター
「瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと」

ドームシアター

①10：00～
②14：00～

一般

松江テルサ事務局

0852-31-5550

2月7日(火)

大学・短期大学・専門学校
進学ガイダンス

テルサホール

15：45～18：00

一般

株式会社日本ドリコム

06-6399-0888

2月8日(水)
～9日(木)

マイナビ就活直前フェア 山陰会場

テルサホール

13：00～17：00

一般

マイナビイベント事務局

086-801-0336

2月12日(日)

「伊勢と出雲」公開講座

テルサホール

13：00～16：50

一般

斎宮歴史博物館

0596-52-3800

2月18日(土)

松江オープンソース活用
ビジネスプランコンテスト2023

大会議室

13:45～18：15

関係者
一般

松江オープンソース活用
ビジネスプランコンテスト実行委員会

0852-60-7101

2月21日(火)
～22日(水)

基盤研究A 第五回成果報告会

研修室2

21日 13：00～19：00
22日 9：00～15：00

関係者

島根大学

0852-32-6449

2月23日(木)

インド独立75周年 中村元記念館10周年記念
南インド舞踏音楽講演

テルサホール

14：00～16：00

一般

中村元記念館

0852-76-9593

2月25日(土)

第119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

松江テルサ文化教養講座
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？
★ 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。

詳しくはHPを
ご確認ください

お問合せ

松江テルサ事務局

0852-31-5550

◎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。

さんびるシアター
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■営業時間■

火〜土
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1 月分月会費

02

年度登録料

03

事務手数料

6,900 円 ᾒ

9：30 〜 21：30

日・祝 10：00 〜 18：00

■定休日■
月曜日

3,300 円 ᾒ
2,200 円 ᾒ
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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

