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16 日
（月）大野 豊 × 達川 光男 ディナー＆トークショー

18:30

ホテルグランヴィア広島

17 日
（火）3 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）

連絡先

20,000（飲食税サ込）☎宴会予約係 082（262）1102
☎ 082（899）2811

健康講座「はじめてのエアロビクス＆ストレッチフロー」
（申込先着 30 人） 10:00（持参物：タオル、飲み物／動きやすい服装・靴で）健康科学館

無料（要申込・1日9:00 から電話で受付）☎082（246）9100

シネマ deトーク
（お話：蔵本順子）
18 日
（水）イオンでのおはなし会
（対象：幼児・小学生とその保護者）
地方分権シンポジウム
「東京一極集中と地方分権改革」
19 日
（木）乳幼児のおはなし会
（対象 : 乳幼児と保護者）
第 37 回全国都市緑化フェア ひろしま はなのわ 2020

11:00

福屋別館 4 階会議室

無料

☎八丁座 082（546）1158

11:00

イオンモール広島府中３階 キッズガーデン 無料

☎ 5-Days こども図書館 082（221）6755

14:00

県民文化センターホール

① 10:30 ② 11:00

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

無料（要申込・10日締切）☎中国経済連合会082（242）4511

11 月23日まで

旧広島市民球場跡地、他

9:00 ～ 16:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 園内 入園無料

10:00 ～ 15:00

植物公園

教室
「ぼたもち作り」
（対象：小学生 / 申込抽選 20 人）

13:00

郷土資料館

参加費200（1日～ 5日に電話か FAX で受付）☎082（253）6771

サイエンスワークショップ
「さくら型のクリアソープ」

13:00 ～ 15:30（随時）※受付 10:00 ～

江波山気象館

80（材料費）
（要入館料）

Social Book Cafe ハチドリ舎

1,500（要 1ドリンクオーダー） ☎ 082（576）4368

9:00

安佐動物公園入口集合

参加費 200、中学生以下無料 ☎福本 090（4658）9249

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）

20日（金・祝）さくら祭り※ 4 月 19 日まで
しいたけ栽培講習会

日本ケアラーズ連盟・児玉さんトーク「合法的に死なされている人の命」
（出演：児玉真美） 19:00
21 日
（土）安佐動物公園探鳥会
早春のバードウォッチング
（双眼鏡持参）

伴奏ワークショップ～無声映画伴奏者にチャレンジ～（対象：小学4 ～ 6年生）※詳細→ P5 10:00 ～ 16:00

入場無料（一部有料） WEB https://hananowa2020.com/
☎ 082（899）2811

要入園料（ホダ木1本500円限定50本）☎ 082（922）3600
☎ 082（231）0177

☎ 082（899）2811

映像文化ライブラリー 1 階試写視聴室 無料（要申込・先着 6 人 /13日締切）☎ 082（223）3525

ヤングフェスタ 2020 ※詳細→ P3 ※ 22 日も有

10:00 ～ 17:00

青少年センター、旧市民球場特設ステージ、他 無料

☎ 082（228）0447

※ 22 日も有
九州工業大学ロボット実演
「最先端ロボットショー」

① 10:15 ② 12:45 ③ 14:15

ヌマジ交通ミュージアム

無料

☎ 082（878）6211

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、家族の方、乳幼児とその保護者） 11:00

5-Days こども図書館

無料

☎ 082（221）6755

※ 22 日も有
おはなし会
（対象：幼児・小学生・保護者）

11:00

東区図書館

無料

☎ 082（262）5522

おはなし会
（対象：幼児・小学生）

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

サイエンスショー「空気のおもしろ実験」

① 13:30 ② 15:00

☎ 082（222）5346

5-Days こども文化科学館

無料

※ 22 日、28 日、29 日も有 ① 13:30 ② 15:00
サイエンスショー「びっくり実験大集合！」

江波山気象館

大人100、高校生・シニア 50（入館料）☎ 082（231）0177

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 4 階 大広間 無料

☎中区図書館 082（248）9300

※ 22 日も有
おはなし会
（対象 : 幼児・小学生と保護者）

14:00

安佐北区図書館おはなしのへや 無料

☎ 082（814）0340

余暇活用相談会
「あそびカフェ」
（お話と相談）

14:00

合人社ウエンディひと・まちプラザ 無料

☎ 082（545）3911

① 11:30 ② 14:30

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

安佐動物公園

要入園料（当日12:30 ～参加券配布）☎ 082（838）1111

22 日
（日）アニマルバルーンアート
動物観察えさやり体験デー※ 29 日も有

13:00

被爆 75 年 レクイエム・プロジェクト広島 2020（アニメ上映＆コンサート）13:00 ～ 15:45
洋ラン栽培講習会

カトリック幟町教会1階多目的室、世界平和記念聖堂 一般1,500（2,000）、高校生以下1,000☎上田080（5181）6692

13:30

植物公園

24 日
（火）子育てのグループカウンセリング（妊娠・出産・子育てについて / 対象：女性）10:00

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

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 6 人）

☎ 082（248）3320

（対象：乳幼児とその保護者）
25 日
（水）乳幼児向けおはなし会

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

26 日
（木）BOOK － KIDS

10:00

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

無料

☎ 0829（40）4005

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

☎ 082（824）1056

簡単ピラティスで美しい身体になろう
（要予約 /20 人）

天然温泉・クアハウス 神田山荘 一般 750、被爆者 250（入場料）☎ 082（228）7311

10:45

012 才のおはなし会
（対象：乳幼児とその保護者 / 先着 20 組）11:00

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

2020 ひな祭り五輪フェスティバル
‘ひな祭り講演’
※詳細→ P3 17:30

留学生会館

無料

9:00 ～ 16:30（入園は 16:00 まで）

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）

11:00

西区図書館

無料

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）

11:00

安佐動物公園

要入園料（当日9:00 ～参加券配布）☎ 082（838）1111

広島市民文化大学講座「フルート、音の息吹」
（フルーティスト : 山形 由美）13:30

国際会議場フェニックスホール

会員制（入会制）☎広島市民文化大学 事務局082（294）3103

人材バンク発表会

14:00

合人社ウエンディひと・まちプラザ 無料

桜と光の夕べ※ 4 月 4 日・11 日も有

20:00 まで開園（入園は 19:30 まで）

植物公園

28 日
（土）さくらまつり※ 4 月 19 日までの土・日開催

（雨天中止の場合有）9:50 集合
29 日
（日）アース・ミュ - ジアム元宇品 地球さんぽ「元宇品で歴史を巡る」
桃見茶会

☎ひな祭り文化普及協會 090(8998)7745
☎ 082（234）1970

☎ 082（545）3911

大人 510・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

グランドプリンスホテル広島駐車場入り口付近 100☎南区役所地域起こし推進課内 082（250）8935

10:00

縮景園

1,200（＋入園料）

☎ 082（221）3620

森のとん汁（対象：小学生は保護者同伴・子どもとその心をもつ大人 / 先着100人）受付：10:00 ～、実施：10:30 ～ 13:00

森林公園中央広場

無料

☎ 082（899）8241

春休みチャレンジ講座「バルーンアート」
（対象：幼児～小学生と保護者 / 各回先着35組）① 11:00 ② 13:00 ③ 14:30

ヌマジ交通ミュージアム

材料費 100

☎ 082（878）6211

2019 年度 第 4 回 グローバルキャリアセミナー

13:30 ～ 16:30

ひろしま国際センター交流ホール 無料（要申込・定員50人） ☎ひろしま国際センター 082（541）3777

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（要予約・先着 20 人）

（カメラ持参）
30 日
（月）早春の写真教室

☎ 082（899）2811

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（5 月に開催する催しは 3 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）

NHK文化センター広島教室4月期受講生募集
約400講座 2/26（水）から受付開始！ TEL（082）242-1151
■初めて受講される方は入会金 4,000 円＋税（70 才以上無料、学生 1,500 円＋税）が必要です。（一日講座は不要）
■申込・お問い合わせは／ NHK 文化センター広島教室 広島市中区三川町 2-10 愛媛ビル 3Ｆ パソコン・スマホからも申し込めます。

マヤ暦

～本当の自分と出会う～

マヤ暦は古代マヤ文明で使われた暦の総称。講座
では 260 日サイクルのツォルキン暦を使います。
「幸運の道先案内書」とも言われる
マヤを一緒に学んでみませんか？
（一社）シンクロニシティ研究会
マヤ暦アドバイザー

永山

千春

第1・3火曜 10：00～12：00
3か月4回 30,228円

ズッコケ三人組平和を語る
「ズッコケ三人組」シリーズのかたわらで書いてきた原
爆や戦争をテーマの作品を紹介し、被爆者の私の思
いを伝えます。
児童文学作家

那須

正幹

4月12日
（日）13：30～15：00
会員3,432円 一般4,004円

NHK カルチャー

検索

忙しい女性の味方
KOMBUCHA（紅茶きのこ）株分け会
海外セレブも愛飲するコンブ
チャをズボラ女子でも培養可
能にレクチャーします。
R.A.W.Kombucha Instructor

髙尾

祐美

4月11日
（土）15：30～17：00
会員2,519円 一般3,091円
教材費5,500円
広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
13

