7月
各 種 イ ベ ン ト
日

催

し

物

1日
（日）安芸区ふれあいフェスティバル（三世代ふれあいのつどい）

時

間

場

9:30 ～

所

金

連絡先

￥無料☎安芸区地域起こし推進課 082（821）4905
￥無料

七夕メンコで遊ぼう

10:00 ～ 15:00（12:00 ～ 13:00 昼休み）

森林公園

7 月の自然探勝

10:00 ～

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 学習展示館前集合 ￥無料（自由参加）

パパとママの育休カフェ

10:00 ～

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） ￥無料（要申込・先着 10 組） ☎ 082（248）3320

広島ハンドメイド Fes tokimeki

10:00 ～ 16:00

広島産業会館東展示館

￥入場無料

おはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者）

11:00 ～※7日、21日も有

安芸区図書館

￥無料

プラネタリウム番組「ぴょん太の火星大冒険！」※6日までの 11:00 の回＝休映 ※11:00 の回＝学習投影の場合有 11:00 ～、土日祝・夏休み 10:00 ～、15:00 ～※9月9日まで 5-Days こども文化科学館

☎ 082（899）8241
☎ 082（899）2811

☎運営事務局 080（5623）6161
☎ 082（824）1056

￥大人 510、高校生・シニア 250 ☎ 082（222）5346

草笛体験会

13:00 ～

植物公園

￥大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

サイエンスショー「空気のふしぎ」

13:30 ～、15:00 ～※7日、8日も有

江波山気象館

￥大人100、高校生・シニア 50（入館料）☎082（231）0177

植物ガイド

13:30 ～※毎週土・日曜日・祝日開催

植物公園

￥大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

おはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者）

14:00 ～※毎週日曜日開催

5-Days こども図書館

￥無料

プラネタリウム番組「Feel the Earth ～ Music by 葉加瀬太郎～」14:00 ～、土日祝 11:00 ～、14:00 ～※7月16日まで 5-Days こども文化科学館

☎ 082（221）6755

￥大人 510、高校生・シニア 250 ☎ 082（222）5346

星空ツアー「今夜の星空と『小惑星探査機はやぶさ 2、
“リュウグウ”到着』」日曜16:00 ～※7月15日まで

5-Days こども文化科学館

￥大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

第 28 回湯来温泉ホタルまつり

湯来交流体験センター

￥無料

18:00 ～

☎実行委員会 0829（40）6016

2日
（月）リフレタリウム － 2018 Summer Program（日曜休映）

13:00 ～、土祝・夏休み 16:00 ～※9月7日まで 5-Days こども文化科学館

￥高校生以上 200

3日
（火）シネマ deトーク
（お話：蔵本順子）

11:00 ～

福屋別館 4 階会議室

￥無料

4日
（水）平和教育の歴史を探る若者たちの考察 vol.3

19:00 ～

Social Book Cafe ハチドリ舎 ￥1,500（ドリンク付）

5日
（木）平成30年度 広島大学公開講座「備えあれば憂いなし～放射線災害の被害を最小限に～」 18:00 ～※12日、19日も有

南区民文化センタースタジオ

6日
（金）ゆいぽーと人権教育講座 自死問題シンポジウム（申込先着 80 人） 13:30 ～
7日
（土）動物公園で七夕
バックヤードガイド

☎ 082（222）5346
☎八丁座 082（546）1158
☎ 082（576）4368

￥無料☎広島大学霞地区運営支援部総務グループ／林082（257）5802

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） ￥無料（無料託児は申込先着 10 人）☎ 082（248）3320

公開講座「素敵なプログラムノートのために」
（講師 : 奥田佳道）16:00 ～

エリザベト音楽大学 224 号教室 ￥無料

☎ 082（225）8003

9:00 ～

安佐動物公園

￥大人 510、シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

11:00 ～、13:30 ～※21日も有

安佐動物公園

￥要入園料（当日9：00 ～参加券配布）☎ 082（838）1111

たのしい工作室「たなばたのミサンガ」ほか（内容日替わり）
（対象 : 幼児・小学校低学年と保護者） 13:00 ～ 15:30（時間内随時受付）※21日、26日、29日も有 5-Days こども文化科学館

￥30（参加費）※材料がなくなり次第終了☎082（222）5346

第 1 回ブックサロン 雑誌「赤い鳥」創刊 100 年を迎えて（講師：三浦精子）13:30 ～

広島県立図書館会議室

￥500（要申込）

パラパラアニメ教室（対象：小・中学生申込先着 30 人 / 筆記用具持参）14:00 ～

佐伯区図書館

￥無料（5日9：00 から受付）

広島平和記念資料館本館下発掘調査報告会「材木町の人々の暮らし」 14:00 ～

広島平和記念資料館東館地下1階会議室 ￥無料 ☎広島市文化財団文化財課 082（568）6511

TPNW（核兵器禁止条約）関連企画 イチから知る！核兵器禁止条約（お話：水川恭輔） 19:00 ～

Social Book Cafe ハチドリ舎 ￥1,500（ドリンク付）

8日
（日）七夕茶会

☎ 082（241）4995
☎ 082（921）7560
☎ 082（576）4368

9:00 ～（14:30 受付終了）

縮景園

￥茶券 800（要入園料）

☎ 082（221）3620

パークスポーツをやってみよう

10:00 ～ 15:00

森林公園

￥無料

☎ 082（899）8241

夏のきのこ教室

10:00 ～

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 第3駐車場集合 ￥無料（自由参加・採集用のカゴ持参）☎ 082（899）2811

ジュニアプロジェクト

11:00 ～、13:30 ～

植物公園

アフリカゾウの一日警察署長

11:30 ～

安佐動物公園

￥大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

10:30 ～、11:05 ～

南区図書館

￥無料

季節の花さんぽ

11:00 ～※ 28日も有

植物公園

￥大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

すこやか教室

13:00 ～

天然温泉・クアハウス 神田山荘 ￥要入場料（要予約）

☎ 082（228）7311

11:00 ～※ 25日も有

東区図書館

￥無料

☎ 082（262）5522

健康科学館

￥無料（申込不要・当日受付 30 組） ☎ 082（246）9100

10 日
（火）おはなし会（対象：乳幼児と保護者）
転倒予防 食事編～カルシウムの話～

11 日
（水）おひざにだっこのおはなし会（対象：乳幼児と保護者）

12 日
（木）つどいの広場講座「食中毒に気をつけよう！」
（対象：乳幼児と保護者）11:00 ～
公開講座「多言語で子育て！ 自分育て！」

￥大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600
☎ 082（251）1080

18:30 ～

県立総合体育館（グリーンアリーナ）中会議室 ￥無料（託児有・要申込）☎ヒッポファミリークラブ西日本0120（557）761

13 日
（金）えほんくらぶ
（対象：乳幼児とその保護者）

11:00 ～

西区図書館

￥無料

☎ 082（234）1970

14 日
（土）おひざにだっこのおはなし会（対象：乳幼児とその保護者）

11:00 ～※20日、28日も有

5-Days こども図書館

￥無料

☎ 082（221）6755

福屋でのおはなし会

11:00 ～

福屋八丁堀本店9階屋上「八丁堀 SORALA」 ￥無料 ☎ 5-Days こども図書館 082（221）6755

おはなし会（対象：幼児から）

11:00 ～

南区図書館

￥無料

☎ 082（251）1080

おはなしキャンドル（対象：幼児～一般）

11:00 ～

西区図書館

￥無料

☎ 082（234）1970

012 才のおはなし会（対象：乳幼児とその保護者（各日先着 20 組）11:00 ～※ 26日も有

安佐南区民文化センター

￥無料（当日10:30 から整理券配布）☎安佐南区図書館082（879）5060

おはなし会（対象：幼児・児童とその保護者 / 先着 50 人）

11:00 ～※28日14:00 ～も有

佐伯区図書館

￥無料

☎ 082（921）7560

おはなし会

11:00 ～

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

￥無料

☎ 0829（40）4005

長寿世界一！クロサイのハナにご対面

11:00 ～、13:30 ～

安佐動物公園

￥要入園料（当日9:00 ～参加券配布）☎082（838）1111

ビジネス相談会（対象：創業・経営について相談のある方 /1人1時間以内 / 定員5人） 12:00 ～

中央図書館 3 階 セミナー室

￥無料（要申込・先着順）

サイエンスワークショップ「ゆらゆら熱帯魚」
（先着 50 人）

13:00 ～

江波山気象館

￥材料費70（要入館料）
（10:00 から会場で受付）☎082（231）0177

☎ 082（222）5542

おめでとう長寿世界新記録更新！クロサイのハナ

13:00 ～

安佐動物公園

￥大人 510、シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

アリスガーデンパフォーマンス広場 AH！

13:00 ～（予定）

アリスガーデン

￥無料

うらら池自然散策

13:30 ～

植物公園

￥大人 510、シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

講座「口の魅力を探検しよう～楽しいクイズでお宝 GET！」
（対象：小学生と保護者） 13:30 ～

健康科学館

￥無料（要申込・3日9:00 ～電話で先着30組）☎082（246）9100

外国語のおはなし会（対象：幼児・児童と保護者）

JMS アステールプラザ 7 階 研修室 ￥無料

14:00 ～

☎セトラひろしま 082（545）7611

☎中区図書館 082（248）9300

連続講座 近世絵画への招待「広島藩の絵師 - 岡岷山とその周辺 -」 14:00 ～

合人社ウエンディひと・まちプラザ会議室 A/B ￥無料（当日受付）☎頼山陽史跡資料館 082（298）5051

けんりつ・おはなし会

県立図書館

14:00 ～※ 28日も有

￥無料

☎ 082（241）4970

IS（イスラム国）とは何者なのか？～中東の紛争地を取材する映像ジャーナリスト玉本英子さんに聞く～ 19:00 ～

Social Book Cafe ハチドリ舎 ￥2,500（ドリンク付）

ひろしまライフスタイル博 2018

※ 15日も有

グリーンアリーナ

15 日
（日）ビオトープで生きもの観察

￥無料

☎ 082（576）4368

☎ RCC 企画推進部 082（222）1104

11:00 ～、13:00 ～、14:00 ～

安佐動物公園

￥大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

草笛講習会

13:00 ～

森林公園

￥無料

サイエンスショー「風船でサイエンス」※ 16日・21日・22日・24日も有

13:30 ～、15:00 ～※21日・22日・24日は 11:00 ～も有 江波山気象館

海辺の教室「カキ養殖（採苗）」
（対象 : 小学 3 年生～ 6 年生と保護者）13:00 ～
16日（月・祝）スイカ割り大会（対象：小学生以下の子どもと保護者）
藍のトントン染め

☎ 082（899）8241

￥大人100、高校生・シニア 50（入館料） ☎082（231）0177

水産振興センター

￥無料（要申込・往復はがき 6日必着）☎082（277）6609

受付9:00 ～、受付 12:30 ～

森林公園

￥無料

10:00 ～

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 学習室 ￥材料費 500（要予約・先着 20組）☎ 082（899）2811
メルパルク広島

19 日
（木）乳幼児のおはなし会（対象 : 乳幼児と保護者）

安佐北区図書館おはなしのへや ￥無料（各10組程度・当日10:00 ～整理券配布）☎082（814）0340

10:30 ～、11:00 ～

えほんとわらべうた
（対象：乳幼児と保護者）

11:00 ～

￥1,300

☎ 082（899）8241

17 日
（火）生涯学習教養講座 7 月教室『日々を歩いて』
（講師：平塩清種）10:00 ～
20 日
（金）おやこひろば ふれあい遊び（対象：未就学児と保護者 / 申込先着 15 組）10:30 ～

☎事務局 082（546）9066

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） ￥100

☎ 082（248）3320

JMS アステールプラザ 4 階 大広間 ￥無料

☎中区図書館 082（248）9300

プラネタリウム番組「イルカの星 PLANET of DOLPHINS」14:00 ～、土日祝・夏休み 11:00 ～、14:00 ～※1月20日まで 5-Days こども文化科学館

￥大人 510、高校生・シニア 250 ☎ 082（222）5346

服部一成「ヒロシマ・アピールズ」ポスター完成記念基調講演※詳細→ P3 18:30 ～

オリエンタルホテル広島

￥無料

植物公園

￥大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

江波山気象館

￥要入館料（1日から前日まで電話で受付）☎082（231）0177

21 日
（土）サマーフェア
（巨大噴水迷路、巨大めぐりスタンプラリーなど）9:00 ～※ 8月30日まで
気象に関する自由研究相談（休館日を除く / 要電話予約 / 各回 1 組） ①9:30 ～ 10:30、②15:30 ～ 16:30

12

料

安芸区民文化センターホール

※8月31日まで

☎セキウラデザイン 082（879）0535

