2019.6
日

催

し

物

15 日
（土）おはなし会
（対象：幼児・小学生）
おはなし会
（対象：幼児・小学生とその保護者）

時

間

場

所

料

金

連絡先

11:00

安佐南区民文化センター

無料

☎安佐南区図書館 082（879）5060

11:00

安芸区図書館

無料

☎ 082（824）1056

サイエンスワークショップ「ウインドチャイムをつくろう！（
」先着 50 人） 13:00 ～ 15:30（受付 10:00 ～）

江波山気象館

160（材料費）
（要入館料）

☎ 082（231）0177

第21回きらら乳がんフォーラム 2019「乳がんになってから知っておきたいこと」 13:00

県民文化センターホール

無料（要事前申込） ☎友の会きらら 082（962）8382

おはなしワールド
（対象：幼児・児童と保護者）

14:00

JMS アステールプラザ 5階 中音楽室 無料

☎中区図書館 082（248）9300

英語のおはなし会

14:00

西区民文化センター大広間

無料

☎西区図書館 082（234）1970

おはなし会
（対象 : 幼児・小学生と保護者）

14:00 ※ 23日も有

安佐北区図書館おはなしのへや 無料

☎ 082（814）0340

オープンプラザシアター vol.235 ヨガと自己ヒーリングをチャレンジしよう！ 14:00

東区民文化センターオープンプラザ

無料

☎ 082（264）5551

余暇活用相談会
「あそびカフェ」
（お話と相談）

14:00

合人社ウェンディひと・まちプラザ 無料

☎ 082（545）3911

9:00

みずとりの浜公園東側ベンチ

参加費 200、中学生以下無料☎日比野 090（1356）9315

16 日
（日）八幡川探鳥会

あさきたミュージッククリニック
（クラリネット・トランペット・打楽器）9:30

安佐北区民文化センター諸室

一般 2,000、学生 1,500（要申込）☎ 082（814）0370

ツキイチワークショップ 2019
「ねんど版画でかおをつくろう！」① 10:00 ② 14:00

現代美術館

無料

ワークショップ 幸せ家族になるためのマインドマネージメント（対象：パパとママなど）10:30

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料（申込先着6組・無料託児も要申込）☎082（248）3320

ヌマジ交通ミュージアムでのおはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者）11:00

ヌマジ交通ミュージアム

無料

世界キリンの日～キリンのことを知ろう

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

11:30

☎ 082（264）1121
☎ 5-Days こども図書館 082（221）6755

大人向け教室「藍染め T シャツ作り」
（対象：１8 歳以上 / 申込抽選 20 人） 13:00 ～ 15:00

郷土資料館

参加費１人400（1日～ 5日に電話か FAX で受付）☎082（253）6771

ちびっこ教室「ひろしまの電車」
（対象：幼児～小学生と保護者 / 当日先着100組）13:00 ～ 15:30（12:30 整理券配布）

ヌマジ交通ミュージアム

材料費 50（申し込み不要）

海辺の教室「メダカの観察」
（対象 : 市内の小学 3 ～ 6 年生と保護者） 13:00

水産振興センター

無料（要申込・往復はがき 7日必着）☎ 082（277）6609

サイエンスショー「空気のふしぎ」

① 13:30 ② 15:00 ※ 22日、23日、30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

五葉ノ和
「灯」
最終公演・六ノ和

① 16:00 ② 19:00

OTIS!

2,500（3,000）、他

18 日
（火）生涯学習教養講座 ６月教室『褒める効用』
（講師：平塩清種） 10:00

メルパルク広島

1,300

19 日
（水）コスタリカ国連平和大学で学んで、いま思う事
（出演 : 大杉英毅） 19:00

Social Book Cafe ハチドリ舎

1,500（要1ドリンクオーダー / 要申込）☎082（576）4368

20 日
（木）乳幼児のおはなし会
（対象 : 乳幼児と保護者各 10 組程度）

① 10:30 ② 11:00

安佐北区図書館おはなしのへや 無料（当日10:00 から整理券配布）☎ 082（814）0340

21 日
（金）えほんとわらべうた
（対象：乳幼児と保護者）

11:00

JMS アステールプラザ 4 階 大広間 無料

公開講座
「日本文化における色彩」
（往復はがきで申込）

13:45 ※ 28日、7 月5日も有（全 3 回）

広島県立文書館

パフォーマンス・フォーラム公開講座「即興演奏について」
（講師：浜田均）

16:00

エリザベト音楽大学ザビエルホール 無料

22 日
（土）女性の権利１１０番（弁護士による電話相談と面接相談）
（面接相談のみ要予約） 10:30（先着 12 人）
おはなし会
（対象：幼児・小学生）

11:00

広島市民文化大学「どうなる今後の国際情勢と日本の課題」
（講師 : 森本敏） 13:30

☎ 082（878）6211

konoha.kotonoha@gmail.com
☎ 082（546）9066

☎中区図書館 082（248）9300

無料（7日消印有効）☎県立広島大学 082（251）9534
☎ 082（225）8004

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料☎当日電話相談082（545）3350面接相談予約082（248）3312
西区図書館

無料

国際会議場フェニックスホール

会員制（入会制）

☎ 082（234）1970
☎同講座 082（294）3103

人材バンク発表会

14:00

合人社ウェンディひと・まちプラザ

無料

頼山陽文化講座
「頼山陽の“人物日本史”」

14:00 ※ 11 月まで全 6 回有

合人社ウェンディひと・まちプラザ

3,000（要申込・先着50人・14日まで）☎082（542）7022

けんりつ・おはなし会

14:00

県立図書館

無料

☎ 082（241）4970

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

☎ 082（899）2811

東区図書館

無料

☎ 082（262）5522

S&C ワークショップ「ビュンビュン CD」
（対象：幼児～小学生と保護者） ①11:00②13:30③14:30（①10:30②③13:00整理券配布）ヌマジ交通ミュージアム

材料費 50（当日先着 40 組）

☎ 082（878）6211

入城 400 年 縮景園薬園と武将の健康術「伝統薬の烏犀圓と外郎」 13:30

広島県立美術館地階講堂

一般 500（先着100人）☎をちこち遊学塾090（6410）2339

健康科学館

無料（2日9:00 から電話で受付）☎ 082（246）9100

（要予約 / 先着 20 人）
23 日
（日）梅雨のきのこ入門観察会

ストーリーテリングのおはなし会
（対象：幼児・小学生・保護者） 11:00

（タオル、飲み物持参 / 動きやすい服装で / 申込先着30人）10:00
25 日
（火）健康講座「ヨガで健康美人」
子育てのグループカウンセリング（申込先着6人）対象：カウンセリング希望の女性 10:00

☎ 082（545）3911

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）

☎ 082（248）3320

26 日
（水）樹木講座～落葉樹編～

10:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 学習室 無料（自由参加・ルーペ持参） ☎ 082（899）2811

① 10:30 ② 11:00

佐伯区民文化センター 2 階 大広間 無料（先着各 20 組）☎佐伯区図書館 082（921）7560

27 日
（木）BOOK － KIDS

10:00

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

乳幼児向けおはなし会
（対象：乳幼児とその保護者）

無料

☎ 0829（40）4005

企画展関連講座
「大人も楽しく動いて心と身体の元気アップ！」10:00（動きやすい服装・靴で / 申込先着 30 人）健康科学館

無料（2日9:00 から電話で受付）☎ 082（246）9100

乳幼児のおはなし会（対象：乳幼児とその保護者、妊婦さん・パートナー） ① 10:30 ② 11:05

安芸区図書館

無料

椅子 YOGA で身体をほぐそう

天然温泉・クアハウス 神田山荘 要入館料（要予約・30 人）

☎ 082（228）7311

（講師：クリスチャン・ステンストルプ）16:00
28 日
（金）パフォーマンス・フォーラム公開講座「呼吸法」

エリザベト音楽大学ザビエルホール 無料

☎ 082（225）8004

29 日
（土）サンちゃんツアー（オオサンショウウオ保護増殖施設見学 / 先着 20 人） 11:00

安佐動物公園

要入園料（当日9：00 から入外場門で受付）☎ 082（838）1111

10:45

☎ 082（824）1056

実験ひろば
「色が変わる水玉であそぼう！」

13:00 ～ 16:00

江波山気象館

大人100、シニア 50（入館料）

教室
「藍染めＴシャツ作り」
（対象：小学生 / 申込抽選 30 人）

13:00 ～ 15:00

郷土資料館

参加費１人400（1日～ 5日に電話か FAX で受付）☎082（253）6771

サイエンスショー「光の科学」

① 13:30 ② 15:00

5-Days こども文化科学館

無料

☎ 082（222）5346

災害時 こころのケアフォーラム

13:30

東区民文化センターホール

無料

☎住田 082（245）7746

9:50 集合

グランドプリンスホテル広島駐車場入り口付近 100

☎南区地域起こし推進課内 082（250）8935

30 日
（日）アース・ミュージアム元宇品

地球さんぽ
「初夏の花と虫」

☎082（231）0177

パパから学ぶパパのための子育て実践講座 「子どもの体を育てるふれあい遊び」 10:30（対象 :1 ～ 3歳児と父親 / 動きやすい服装・靴で / 申込先着20組） 健康科学館

無料（2日9:00 から電話で受付）☎ 082（246）9100

S&C ワークショップ「くるくる CD」
（対象：幼児～小学生と保護者）①11:00②13:30③14:30（①10:30②③13:00整理券配布）ヌマジ交通ミュージアム

材料費 50（当日先着 40 組）

能楽大連吟～謡曲
「羽衣はごろも」～（稽古＆発表）

一般5,000、学生3,000（要申込）☎山下090（4691）0856

17:30 ※ 9 月12日まで（計 8 回）

ダンススタジオエンジェル

☎ 082（878）6211

催し物は変更等がある場合がありますので、事前にお問い合わせください。
広島市の施設入館（園）料は、シニア料金は65歳以上で公的証明書（健康保険証、運転免許証など）の提示による年齢確認が必要です。また、高校生料金は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの料金です。土曜日は高校生無料（春夏冬休みを除く）。
ひろしまカレンダーへの情報掲載…行事名、主な内容等、開催日時、会場、料金、主催者名（担当者名）、問い合わせ先を記入の上、表紙右上の宛先に『to you カレンダー係』と書き添えて、郵送・FAX・E メールでお送りください。
締切…情報提供は開催日の前々月の 24 日まで（8 月に開催する催しは 6 月 24 日まで）
◆「ひろしまカレンダー」に掲載している情報は、広島市文化財団のホームページや、広島市の情報サイト「ひろしま情報 a- ネット」でもご覧になれます。（一部を除く）

13

