9月

今月号に掲載しているイベントは、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大を防止するため、中
止、延期となる場合があります。詳しくは、各
イベントの連絡先へお問い合わせください。

各 種 イ ベ ン ト
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1日
（木）あさきたラウンドフィットネス※30日まで※月、2 〜 4、18日、23日〜 25日休 9:00 ～ 18:00（最終受付 17:00/29日＝要申込）安佐北区民文化センター大広間

料

金※（

）内は当日

プラネタリウム番組「宇宙のふしぎ もしも！宇宙が〇〇だったら！？」※平日は学習投影の場合有 【平日】①11:00②15:00【土日祝】①11:00②14:00※4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

リフレタリウム「2022 Summer Program」
（香りと音楽で心と身体をリフレッシュ）【平日】13:00【土祝】16:00【日】投影なし※16日まで 5-Days こども文化科学館

高校生以上 200

プラネタリウム番組「ブラックホールを見た日 ～人類 100 年の挑戦～」9月＝【平日】14:00【土日祝】①13:00②15:00※令和5年1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

Aloha Festival ～広島市・ホノルル市姉妹・友好都市の日記念イベント～ 16:30 ～ 19:00

広島駅地下 エールエール イベント広場 無料

砂塵の迷宮 6

イオンモール広島府中

広島府中ラウンド
（踏破型脱出アトラクション）※ 11日まで

ハート ビート フォトコンテスト ハピネス 2022 テーマ
「しあわせ」 ※ 11日応募締切
「私の好きな中区」
フォトコンテスト作品募集

☎ 082（222）5346

☎広島平和文化センター 082（242）8879

500

☎ 050（3698）1582

https://www.ngo-aai.com/photo-contest 無料 （オフィシャルサイトから応募）ngo.art.angel.international@gmail.com

※ 15日まで

応募先：中区役所地域起こし推進課 応募無料（賞品有）

☎ 082（504）2546

むしむし動画コンテスト作品募集

※ 10 月31日まで

応募先：森林公園・こんちゅう館

☎ 082（899）8964

第 6 回ひろしま遊学の森 四季の移ろい写真コンテスト

※ 11 月30日まで

広島県緑化センター・広島市森林公園 応募無料 ☎広島県緑化センター 082（899）2811

10:00

広島県緑化センター 学習室集合

2日
（金）薬草健康講座

おひざにだっこのおはなし会（対象：乳幼児とその保護者、妊婦とパートナー / 先着4組）※16日も有 11:00（開始時刻 15 分前から整理券配布） 5-Days こども図書館
3日
（土）納涼ナイト・サファリ※ 4 日も有
スタンプショウ広島 2022 ※ 4 日も有

9:00 ～ 20:00
9:00 ～ 17:00

安佐動物公園

応募無料
無料（自由参加）

☎ 082（899）2811

無料

☎ 082（221）6755

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

広島県立広島産業会館西展示館

無料

☎実行委員会 / 河原 082（276）4131

おはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者 / 当日先着 4 組）※ 17日も有 10:30

安芸区図書館

無料

☎ 082（824）1056

サイエンスショー「空気のふしぎ」
（申込先着各回20人）※17日～ 19日、23日～ 25日も有 ① 11:00 ② 14:00

江波山気象館

要入館料（8/25 から HP で申込受付） ☎ 082（231）0177

働く女性のためのキャリアアップセミナー（全2回／対象：20 ～ 30代の働く女性／申込先着15人） 13:30 ※ 17日も有

自宅等（Zoom によるオンライン受講） 無料（8/27 まで申込受付） ☎ゆいぽーと 082（248）3320

サイエンスショー「爆発実験カウントダウン」
（小学生以下は保護者同伴）①13:30②15:00（当日開始10分前から会場で先着順） 5-Days こども文化科学館

無料

植物ガイド※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

13:30

第 22 回市民公開講座「野球、そして脳梗塞克服へ」
（講師：水沼四郎）14:30

☎ 082（222）5346

オンライン配信（Youtube）

無料 WEB（インターネットから要申込）
「広島市中区医師会 公開講座」で検索

① 10:00 ② 13:00

森林公園中央広場

無料

オトアソビ 2022 ※詳細→ P3

11:00 ～ 17:00

湯来交流センター野外ステージ＆ステージ前広場 入場無料☎オトアソビ Project Team 080（6319）5830

防災講演会
（申込抽選 50 人）

13:30

江波山気象館

4日
（日）大声コンテスト

無料

放送 5000 回アニバーサリーごぜん様さま FANFUN フェスティバル 15:00

5,500

日曜日16:00 ※ 10 月16日まで

県民文化センターホール

☎ 082（899）8241

要入館料（HP か往復はがきで申込。8/26必着）☎082（231）0177

おはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者 / 先着4組）※18日、25日も有 14:00（開始時刻 15 分前から整理券配布） 5-Days こども図書館
星空ツアー「今夜の星空と
『幻の星座さがし―夏秋編―』」

☎ 082（221）6755
☎ RCC 文化センター内 082（222）2216

5-Days こども文化科学館

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

①ハチドリ舎店内②オンライン

① 2,500+1ドリンク② 2,000 ☎ 082（576）4368

6日
（火）企画展関連講座「ヨガで腸を元気に」
（対象：一般 / 各日15 人）※ 13日も有 10:00

健康科学館

要入館料（要申込・1日9:00 から電話先着） ☎082（246）9100

8日
（木）その関係は対等？～気づきにくい暴力「デート DV」について学ぼう～（出演：香西奈津子、他） 19:00

オンライン

1,200

9日
（金）秋の七草と自然探勝
（※荒天中止）

10:00

広島県緑化センター 学習室集合

無料（自由参加）

11:00（開始 15 分前から整理券を配布）

コジマホールディングス西区図書館 無料

" 草食男子 " 名づけ親 深澤真紀さんに聞く「フェミニズム 150年の歴史」深澤ゼミ in ハチドリ舎 17:00

えほんくらぶ
（対象：乳幼児とその保護者 / 当日先着 4 組）

10 日
（土）サガリバナと夜の植物の競演（夜間開園）※17日、18日、23日、24日も有 9:00 ～ 21:00
森の学校「森の不思議を学び楽しもう」
（対象：小学生以上の子ども（保護者同伴可））10:00

植物公園
森林公園林業体験広場

☎ハチドリ舎 082（576）4368
☎ 082（899）2811
☎ 082（234）1970

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600
無料（要申込・3日まで）

☎ 082（899）8241

プラネタリウム番組「星の降る夜に～流星群の正体に迫る～」※令和5年7月17日まで 【平日】①11:00②15:00【土日祝】①11:00②14:00 5-Days こども文化科学館

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

サイエンスワークショップ「おひさまで色が変わる！ビーズのストラップ」
（申込先着各回9人） ① 11:00 ② 14:00 ※ 11日も有

江波山気象館

材料費90（要入館料・8/25 から HP で申込受付）☎082（231）0177

おはなし会
（対象：幼児から 定員：当日先着 9 組）

11:00

南区民文化センター 3 階 大広間

無料

☎南区図書館 082（251）1080

おはなしキャンドル
（対象：幼児～一般 / 当日先着 4 組）

11:00（開始 15 分前から整理券を配布）

コジマホールディングス西区図書館 無料

☎ 082（234）1970

012才のおはなし会（対象：乳幼児とその保護者 / 先着10名・保護者含む）※29日も有 11:00（当日10:30 から整理券配布）

マエダハウジング安佐南区民文化センター 無料 ☎マエダハウジング安佐南区図書館 082（879）5060

おはなし会
（対象：幼児・児童とその保護者）

11:00 ※ 24日14:00 も有

佐伯区民文化センター 2 階 音楽室 無料（先着 16 人） ☎佐伯区図書館 082（921）7560

おはなし会

11:00

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）※天候により中止の場合有 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

サイエンスショー「モーリーの水の実験ショー」
※ 11 日も有

ヌマジ交通ミュージアム

無料（当日受付）

☎ 082（878）6211

中央図書館 3 階 セミナー室

無料（1 人 1 時間）

☎ 082（222）5542

① 11:30 ② 13:30 ③ 14:30

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

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

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）※18日、25日も有 ① 13:00 ② 14:30（当日9:00 から整理券配布） 5-Days こども文化科学館
観月茶会
11 日
（日）八幡川探鳥会

30（材料費）※整理券がなくなり次第終了 ☎082（222）5346

15:30 ～ 20:00

縮景園

茶券 1,200(1,300) ＋入園料

9:00

みずとりの浜公園東側ベンチ集合

400（中学生以下無料）☎日本野鳥の会広島県支部 / 日比野090（1356）9315

保存期限切れ雑誌をお譲りします
（要広島市立図書館貸出利用券）9:20※当日9:00 から入場券配布 / なくなり次第終了 安芸区民文化センター 工作実習室 無料
ペダルゴーカートレース

① 10:00 ② 13:00

森林公園中央広場特設コース

☎ 082（221）3620

☎安芸区図書館 082（824）1056

無料

☎ 082（899）8241

第14回中国残留日本人の体験を聞く会※満州移民の写真・パネル展10:00 ～ 15:00 も有 13:00

南区民文化センター 3 階大会議室 A・B 無料（要予約 / パネル展は予約不要） ☎中国帰国者支援・交流センター 082（250）0210

SDGs 講座
「気候変動とジェンダー問題はつながっている？
！」 13:00

①オンライン受講②ゆいぽーと

お寺時間－謎解き脱出ゲーム いにしえの秘薬の謎－

① 13:00 ② 15:30

本願寺広島別院

500

薬用植物展解説
（当日先着 100 人）

13:30

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

こどもとわたしのつながる対話～”こどもニーズカード”のつかいかた～（出演：能美たかこ） 14:00
13 日
（火）おはなし会
（対象：乳幼児と保護者 定員：当日先着 9 組）
職員による植物うんちく語り
（当日先着 100 人）
※ 24 日も有

1,500+1ドリンク

南区民文化センター 3 階 大広間

無料

11:00

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

天然温泉・クアハウス 神田山荘

参加無料（要入館料）

東区図書館

無料

広島文化学園 HBG ホール

会員制（入会制）

14:00

15 日
（木）乳幼児のおはなし会
（対象：乳幼児と保護者／各回先着 4 組） ① 10:30 ② 11:00（当日10:00 ～整理券配布） 安佐北区図書館おはなしのへや
16 日
（金）9 月の自然探勝
（※荒天中止）

☎ 082（231）0302

Social Book Cafe ハチドリ舎

14 日
（水）おひざにだっこのおはなし会（対象：乳幼児と保護者）※ 28 日も有 11:00
中国新聞レディース STORY「石原良純講演会」

無料（要申込・先着①30人②20人）☎ゆいぽーと 082（248）3320

① 10:30 ② 11:05

歩こう！ウォーキングで老化を吹っ飛ばそう
（講師：大成信廣 / 要予約 30 人）13:00

12

連絡先

1回300、10回2,000（持参物室内用運動靴）☎ 082（814）0370

10:00

無料

広島県緑化センター 学習展示館前集合 無料（自由参加）

えほんとわらべうた
（対象：乳幼児と保護者 / 当日先着 6 組） 11:00

JMS アステールプラザ 4 階 大広間 無料

夢の実現を応援します！（対象：創業に興味がある創業前もしくは創業後間がない女性）13:00（無料託児も有）

①オンライン受講②ゆいぽーと

☎ 082（576）4368
☎南区図書館 082（251）1080
☎ 082（228）7311
☎ 082（262）5522
☎事務局 082（236）2244
☎ 082（814）0340
☎ 082（899）2811
☎中区図書館 082（248）9300

無料（要申込・先着①30人②5人）☎ゆいぽーと 082（248）3320

