6月
各 種 イ ベ ン ト
日

催

し

物

1日
（土）白島の中洲探鳥会
（雨天開催 / 申込不要）

時

間

8:30

ハナショウブ＆アジサイまつり
（2日、9日、16日お茶会有）※詳細→ P3 9:00 ※ 23日までの土・日曜日開催

場

所

金

連絡先

参加費 200、中学生以下無料☎福本 090（4658）9249

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

プラネタリウム番組「星座ドロボウをつかまえろ！（
」平日11：00 の回は学習投影の場合有） 土日祝①10:00②15:00、平日11:00 ※9月8日まで（6/4 ～ 7/5平日休） 5-Days こども文化科学館

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

ひろしままるごとグルメフェスタ 2019

入場無料☎中国新聞社地域ビジネス局 082（236）2211

10:00 ～ 17:00 ※ 2日も有

旧広島市民球場跡地

プラネタリウム番組「アースシンフォニー 光と水が奏でる空の物語」 土日祝①11:00②14:00、平日14:00 ※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

バックヤードガイド

① 11:00 ② 13:30 ※ 8日、15日、22日、29日午後も有 安佐動物公園

要入園料（当日9：00 から参加券配布）☎ 082（838）1111

サイエンスショー「-196℃のふしぎな世界」

① 13:30 ② 15:00 ※ 8日、9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

モリアオガエル観察会
（植物公園生きもの探訪）

13:30

植物公園

大人 510、シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

大人のための図書館セミナー「認知症予防と音楽」
（講師：和田玲子 / 申込先着30人）14:00

JMS アステールプラザ 5階 中音楽室 無料

リフレタリウム
「2019 Spring Program」
（日曜休映）

土 16:00、平日13:00 ※ 7日まで

5-Days こども文化科学館

高校生以上 200

7:00

立烏帽子駐車場集合

参加費 200、中学生以下無料☎仲山 090（8996）0088

初心者向け広島城探鳥会
（雨天開催 / 申込不要）

8:30

護国神社前の売店前集合

参加費 200、中学生以下無料☎西本 090（1187）4453

広島城メモリアルデー

10:00 ～ 16:00

広島城天守閣

無料

☎ 082（221）7512

気象記念日イベント
「知って！気づいて！“はれるん”のお天気ひろば」 10:00 ～ 16:00

江波山気象館

当日は入館無料

☎ 082（231）0177

モリアオガエル観察会

① 10:00 ② 13:30

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

しょうぶ茶会

10:00 ～ 15:00

縮景園

茶券 1,200（＋入園料）

第 18 回ひろしま 「山の日」
県民の集い
（広島市会場）

10:00 ～ 15:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター レストハウス前 一部有料（要予約のイベント有） ☎ 082（899）2811

子育て講演会
（申込先着 60 人）

10:00

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料（無料託児も要申込）

ふうせんまつり ゆめの国の宝さがし

10:30 ※ 1日10:30 バルーンへき画制作有

CLiP HIROSHIMA

無料

ハノーバーの日＆似島でドイツ体験（バウムクーヘン作り、コンサートなど） 11:00

似島公民館、他

無料（軽食販売等有）☎平和文化センター 082（242）8879

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「身近な科学」

① 13:30 ② 15:00

5-Days こども文化科学館

無料

アジサイ実演会

13:30 ※ 8日も有

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

2日
（日）比婆山探鳥会
（雨天開催 / 申込不要）

☎中区図書館 082（248）9300
☎ 082（222）5346

☎ 082（221）3620
☎ 082（248）3320

☎実行委員会 / 梶川 090（8248）1487

☎ 082（222）5346

無料

☎ 082（221）6755

無印良品でのおはなし会
（対象：幼児・小学生とその保護者） 14:00

広島パルコ新館７階「無印良品木育広場」無料

☎ 5-Days こども図書館 082（221）6755

星空ツアー「今夜の星空と
『星の身体測定』」

5-Days こども文化科学館

日曜 16:00 ※ 7 月14日まで

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

3日
（月）アステールプラザの演劇学校
［一般教養プログラム］
「舞台技術」 18:30

JMS アステールプラザ多目的スタジオ 1,500（要事前申込）

4日
（火）プレパパ・プレママの絵本タイム（対象：妊婦さんとパートナー、など）11:00 ～ 11:30

5-Days こども図書館

無料

☎ 082（221）6755

シネマ deトーク
（紹介映画
「長いお別れ」
、他 お話：蔵本順子） 11:00

福屋別館 4 階会議室

無料

☎八丁座 082（546）1158

安佐南区民文化センター

無料（要申込・先着 10 人）

シアターレトロマーケット 基礎 演技講座
（対象 :18 歳以上） 19:00 ※ 18日、7 月2日、16日、30日も有
7日
（金）常緑樹の剪定講座
（要予約・先着 20 人）
ゆかたできん祭 2019
8日
（土）いけばな池坊巡回講座

☎ 082（244）8000

10:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 学習室集合 無料（剪定鋏、手鋸持参）

12:00（予定）※ 9日まで

アリスガーデン、他

無料

☎ 082（879）3060
☎ 082（899）2811

☎実行委員会 082（245）1448

10:00

JMS アステールプラザ中ホール 半日券2,000、1日券3,000☎池坊広島支部090（7131）5859

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 ※ 21日・22日も有

5-Days こども図書館

無料

☎ 082（221）6755

おはなし会
（対象：幼児から）

11:00 ※ 15日14:00 も有

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

無料 

☎安佐南区図書館 082（879）5060

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 ※ 27日も有（当日10:30 から整理券配布）安佐南区民文化センター
おはなし会
（対象：幼児・児童とその保護者）

11:00 ※ 22日14:00 も有

佐伯区民文化センター 2 階 音楽室 無料（先着 50 人） ☎佐伯区図書館 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

福屋でのおはなし会
（対象：幼児・小学生とその保護者）

11:30

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

ビジネス相談会（対象：創業・経営について相談のある方 / 申込先着 5 人） 12:00 ～ 17:00

中央図書館 3 階 セミナー室

無料（1 人 1 時間以内）

" こどもピースサミット 2019”
「平和の歌声・意見発表会」

12:15

西区民文化センターホール

無料

☎広島市教育委員会 082（504）2486

第 38 回家族の会大会 認知症問題を考える講演会

☎ 082（222）5542

12:30

県民文化センターホール

999

☎広島県支部 082（254）2740

心の発達段階に沿った親のかかわり方 知っておきたい発達障害の基礎知識 13:00（申込先着 80 人）

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料（無料託児も要申込）

外国語のおはなし会
（対象：幼児・児童と保護者）

14:00

JMS アステールプラザ 4 階 大広間 無料

リフレタリウム
「2019 Summer Program」
（日曜休映）

土祝 16:00、平日13:00 ※ 9 月6日まで

5-Days こども文化科学館

高校生以上 200

Social Book Cafe ハチドリ舎

2,500（要1ドリンクオーダー / 要申込）☎082（576）4368

「沖縄の未来は自分たちが決める」- 辺野古県民投票を実現に導いた元山仁士郎くんの話 - 19:00
9日
（日）雑誌リサイクルフェア（要広島市立図書館貸出利用券 / 当日先着順 /1人5冊まで） 9:00 ※ 9:00 から受付 /10:30 からは冊数制限なし

☎ 082（248）3320

☎中区図書館 082（248）9300
☎ 082（222）5346

安佐北区図書館おはなしのへや 無料（なくなり次第終了）

☎ 082（814）0340

広島ヘリポート単調会
（雨天開催 / 申込不要）

9:30

広島ヘリポート西側護岸道路集合 参加費 200、中学生以下無料☎福本 090（4658）9249

ビオトープで生きもの観察

① 10:00 ② 13:30

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

共催事業
「広島矯正歯科医会による矯正無料相談会」

10:00

健康科学館

無料

田植えまつり
（茶会有）

10:00 ～ 15:00

縮景園

清風館席 700（＋入園料）

第 24 回路面電車まつり※詳細→ P16

10:00 ～ 16:00

広島電鉄 千田車庫周辺

無料（一部有料）

ジュニアプロジェクト

① 11:00 ② 13:30

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

ハナショウブ実演会

11:00

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

☎ 082（246）9100
☎ 082（221）3620

☎実行委員会 082（242）3551

たのしい工作室（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）※15日、22日、30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

小品盆栽実演会

13:30

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

神渡良平トークライブ
「内なる声に耳を澄ます」

13:30

エディオン蔦屋家電

3,240

広島弁護士会館 2 階

無料

☎広島弁護士会 082（228）0230
☎ 082（251）1080

海洋プラスチック汚染～浮遊するマイクロプラスチックの現状と影響～ 14:00
11 日
（火）おはなし会
（対象：乳幼児と保護者）

☎ 082（264）6511

① 10:30 ② 11:05

南区図書館

無料

職員による植物うんちくガイド

11:00 ※ 22日も有

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

肺を元気にする～正しい姿勢と呼吸法～

13:00

天然温泉・クアハウス 神田山荘 要入館料（要予約・30 人）

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・ルーペ持参） ☎ 082（899）2811

11:00 ※ 26日も有

東区図書館

無料

健康科学館

無料（要申込・2日9:00 から電話で受付）☎082（246）9100

西区図書館

無料

12 日
（水）6 月の自然探勝
おひざにだっこのおはなし会
（対象：乳幼児と保護者）

「おひざにだっこのおはなし会0,1,2」
（対象：乳幼児と保護者 / 申込先着20組） 11:00
14 日
（金）えほんくらぶ
（対象：乳幼児とその保護者）
リアル脱出ゲーム
「最終兵器工場からの脱出」
15 日
（土）オウム・インコデー

特別解説

おはなし会
（対象：幼児・小学生・保護者）
12

料

新工兵橋北詰集合

11:00

☎ 082（228）7311
☎ 082（262）5522
☎ 082（234）1970

19:30 ※15日11:00、14:00、16:30、19:00、16日11:00、14:00、16:30 も有 TSS テレビ新広島 新館 9Ｆスタジオ 一般3,000、学生2,500、他☎ TSS 事業部082（253）1010
① 10:30 ② 13:00

安佐動物公園

大人 510、シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

11:00

東区図書館

無料

☎ 082（262）5522

