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18 日
（土）おはなし会
（対象 : 乳幼児・小学生と保護者）

時

間

場

所

料

金

連絡先

14:00

まんが図書館 １階エントランスホール 無料

☎ 082（261）0330

※ 26 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

俺たちデトックス女子会 出張編 in 広島 2（出演：久保ミツロウ、能町みね子）14:00

クラブクアトロ

3,000（ドリンク別）

☎ 082（542）2280

ぬいぐるみのおとまり会（対象：幼児・小学生とそのぬいぐるみ / 広島市内在住で初めて参加の方） ※ 19日まで

佐伯区図書館

無料（先着 10 組）

☎ 082（921）7560

令和 2 年度こども読書まつり ※詳細→ P4

※ 5 月17日まで

広島市立図書館（全 13 館）

無料

7:00

牛田公民館入口

非会員400、会員200、中学生以下無料☎日本野鳥の会 / 高橋090（9412）0018

19 日
（日）牛田探鳥会
（雨天開催 / 小学生以下は保護者同伴）
アースミュージアム元宇品

地球さんぽ
「春を感じる」

☎ 5-Days こども図書館 082（221）6755

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☎南区役所地域起こし推進課内 082（250）8935

ツキイチ・ワークショップ
「テープではりつくそう！」

① 10:00 ② 14:00

現代美術館

無料

☎ 082（264）1121

おはなしいっぱい
（対象：幼児・小学生とその保護者）

11:00

佐伯区図書館

無料（先着 40 人）

☎ 082（921）7560

HIROSHIMA クリエイティブコレクション

11:00 ～ 17:00

広島産業会館

300、小学生以下無料 ☎事務局 090（2005）0839

飼育の日イベント 飼育係あるある とぉ～っく

11:30

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

海辺の教室「魚のからだと年齢」
（対象：小学 3 年生～ 6 年生と保護者） 13:00

水産振興センター

無料（往復はがき・9日必着）

☎ 082（277）6609

サイエンスショー「身近な科学」

５-Days こども文化科学館

無料

☎ 082（222）5346

5-Days こども文化科学館

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

9:10

縮景園内芝生広場

非会員400、会員200、中学生以下無料☎日本野鳥の会 / 大西090（2008）3395

11:00

福屋別館 4 階会議室

無料

22 日
（水）乳幼児向けおはなし会
（対象：乳幼児とその保護者）

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

23 日
（木）BOOK － KIDS

10:00

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

無料

☎ 0829（40）4005

安芸区図書館

無料

☎ 082（824）1056

① 13:30 ② 15:00

星空ツアー「今夜の星空と『開館40周年記念 星空・宇宙40年のあゆみ』」 日曜 16:00 のみ上映※ 9 月13日まで
21 日
（火）縮景園探鳥会
（雨天開催 / 小学生以下は保護者同伴）
シネマ deトーク
（お話：蔵本順子）

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

24 日
（金）健康講座「代謝 UP で脂肪にサヨナラ！（
」筋トレ、プラティス）
（持参物：タオル、飲み物）13:30（動きやすい服装・靴で / 申込先着 20 人）健康科学館
25 日
（土）リアル脱出ゲーム×ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風※26日①10:00②13:00③16:00 も有 ① 10:30 ② 13:30 ③ 16:30

☎八丁座 082（546）1158

無料（要申込・2日9:00 から電話で受付） ☎082（246）9100

JMS アステールプラザ 市民ギャラリー 一般 3,200、学生 2,900、他☎夢番地 082（249）3571

※ 18 日も有
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

☎ 082（234）1970

ポップカルチャーひろしま 2020 ※詳細→ P1

※ 26日も有

県民文化センター、他計 5 か所

無料

教室
「かしわもち作り」
（対象：小学生 / 抽選 20 人）

13:00

郷土資料館

参加費1人100（要申込・4/1 ～ 4 に電話か FAX で受付）☎082（253）6771

☎実行委員会（TSS 内）082（253）1010

アリスガーデンパフォーマンス広場 AH! ～ひろしまポップカルチャー 2020 13:00（予定）

アリスガーデン

無料

※ 26 日、29 日も有
サイエンスショー「炎の大実験！」

① 13:30 ② 15:00

江波山気象館

大人100、高校生・シニア 50（入館料）☎082（231）0177

人材バンク発表会
「フォークダンス指導、発表」

14:00

合人社ウエンディひと・まちプラザ 無料

精神医療のあり方から日本とイタリアの今を考える
（出演 : 松嶋健） 19:00
26 日
（日）八幡川探鳥会
（雨天開催 / 小学生以下は保護者同伴）
横川カンパイ ! 王国 ふしぎ市※詳細→ P３

☎セトラひろしま 082（545）7611
☎ 082（545）3911

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

みずとりの浜公園東側ベンチ

非会員400、会員200、中学生以下無料☎日本野鳥の会 / 日比野090（1356）9315

10:00 ～ 16:00

横川商店街一帯

入場無料

☎実行委員会 082（232）2434

ちびっこ教室「みんなの新幹線（０系）
（
」対象：幼児～小学生と保護者）13:00 ～ 15:30（12:30 から整理券配布） ヌマジ交通ミュージアム

50（先着 100 組）

山野草実演会

13:00

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

子どもの日記念シンポジューム

13:30

青少年センターホール

無料

虫講座！シリーズ
「アリ植物のはなし」

13:30

森林公園・こんちゅう館

大人510、高校生・シニア 170（入館料）☎ 082（899）8964

カープミニ新幹線に乗ろう！

14:00

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

エビネ実演会

14:30

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

27 日
（月）
「世界バクの日」
特別解説

11:30

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

28 日
（火）生涯学習教養講座 4 月教室『兄さん春だよ、淋しいよ』

10:00

メルパルク広島

1,500（当日受付可）

29日（水・祝）鹿角ストラップづくり※詳細→ P4

9:00 ～ 15:00

安佐動物公園

要入園料（先着 1,000 人）

茶摘まつり
（茶会）

10:00 ～ 15:00

縮景園

野点席600、新茶席無料（予定 / 要入園料）☎082（221）3620

第 24 回 みどりの集い

10:00 ～ 15:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 多目的広場他 一部有料

☎ 082（899）2811

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

☎ 0829（40）4005

マンガイラスト教室「本はともだち！」をテーマにぬり絵※詳細→ P16 13:00

☎ 082（878）6211
☎広島弁護士会 082（228）0230

☎事務局 082（546）9066

無料（要申込・4日から受付）

☎ 082（838）1111

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（6 月に開催する催しは 4 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）

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
13

