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17 日
（土）みんなで遊ぼう！ビークルパーク（対象 / 幼児～小学生）※ 18日、19日も有 受付時間① 10:00 ～ 11:00 ② 13:00 ～ 15:00 ヌマジ交通ミュージアム

料

金※（

）内は当日

無料（当日受付）

連絡先
☎ 082（878）6211

連続講座②
「表装のはなし」

10:30

頼山陽史跡資料館

無料（要申込）

☎ 082（298）5051

おはなし会
（対象：幼児・小学生・保護者）
※ 25 日も有

11:00

東区図書館

無料

☎ 082（262）5522

おはなし会
（対象：乳幼児と保護者 定員：当日先着 9 組）

11:00

☎南区図書館 082（251）1080

南区民文化センター 3 階 大広間

無料

リフレタリウム「2022 Autumn Program」
（秋の香りと音楽で、心と身体をリフレッシュ！）※11月29日まで 【平日】13:00【土祝】16:00【日】投影なし

5-Days こども文化科学館

高校生以上 200

教室「『ごんぎつね』おはなし会」と工作「きつねのマジックカード」
（対象：小学生以上 / 抽選20人） 13:00

郷土資料館

工作材料費30（1日～ 4日に申込受付）☎082（253）6771

合人社ウェンディひと・まちプラザ

無料（要申込）

余暇活用相談会
「あそびカフェ」
（お話と相談）

14:00

☎ 082（222）5346
☎ 082（545）3911

おはなしワールド
（対象：幼児・児童と保護者 / 当日先着 6 組）14:00

JMS アステールプラザ 4 階 大広間 無料

おはなし会（対象：幼児・小学生と保護者／先着 4 組）※ 25 日も有 14:00（当日13:30 ～整理券配布）

安佐北区図書館おはなしのへや

無料

☎ 082（814）0340

横川商店街劇場 2022

※ 25日まで

横川商店街

イベントにより異なる

☎ 082（232）2434

国際レッサーパンダデー

開園時間中随時

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

18 日
（日）自分らしく生きる２
（対象：性の多様性について考えたい方どなたでも）10:00

☎中区図書館 082（248）9300

①ゆいぽーと②オンライン受講

無料（要申込・先着①30人②50人）無料託児も有 ☎ゆいぽーと 082（248）3320

ペットボトルロケットを打ち上げよう

① 10:00 ② 13:00

森林公園中央広場

1 セット 500

ひろしまエキキタ祭
（ステージイベント、他）
※ 19 日も有

10:00 ～ 18:00

広島テレビ及びエキキターレ・その周辺 無料（一部有料）

植物写真撮影講習会
（当日先着 30 人）

13:00

☎ 082（899）8241
☎ 082（567）2500

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料） ☎082（922）3600

海辺の教室
「塩づくり」
（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（要申込・往復はがきかメールで 7日必着）☎082（277）6609

敬老茶会

未定

縮景園

未定

9:30

護国神社右手の階段上のベンチ付近集合 400（中学生以下無料）

19日（月・祝）広島城探鳥会

園芸講座「果樹の育て方・楽しみ方」
（講師：谷智明 / 対象：中学生以上 / 先着30人）13:30
動物たちの敬老の日

☎ 082（221）3620
☎大西 090（2008）3395

安佐北区民文化センター 2 階大会議室 無料（1日9:00 から申込受付）☎安佐北区図書館082（814）0340

開園時間中随時

安佐動物公園

21 日
（水）がん医学講演会

14:00

マエダハウジング安佐南区民文化センターホール 無料（要申込） ☎安佐南区地域支えあい課／原野082（831）4942

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

22 日
（木）BOOK-KIDS

10:00

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

無料

☎ 0829（40）4005

無料

☎安芸区図書館 082（824）1056

AC ジャパン 50周年広告展～つなげよう「気づきを、動きへ。」～※28日まで 10:30 ～ 19:30（最終日は 17:00 まで）

福屋広島駅前店６階マルチの広場 無料

☎
（公社）AC ジャパン 03(3571)5195

椅子ヨガで猫背改善！（講師：前浩貴 / 要予約 15 人）

10:45

天然温泉・クアハウス 神田山荘

参加無料（要入館料）

13:00（12:30 から受付）

森林公園芝生広場

無料

10:00 ～ 16:00

CliP HIROSHIMA

入場無料

11:00

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

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

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 / 各回先着5組）① 10:30 ② 11:05 ※当日10:00 から整理券配布 安芸区民文化センター 大広間

23日（金・祝）ネイチャーゲーム
24 日
（土）グリーンマルシェ 2022 ※ 25 日も有
「世界サイの日」
クロサイのことを知ろう
おはなし会
（対象：幼児・小学生 / 当日先着 4 組）

☎ 082（228）7311
☎ 082（899）8241
インスタ

@greenmarche2022
☎ 082（234）1970

教室「ごんの人形作り」
（対象：小学生（低学年は保護者1名同伴）/ 抽選20人）13:00

郷土資料館

参加費 120（1日～ 4日に申込受付）☎ 082（253）6771

季節の園芸講座
（先着 100 人）

13:30

植物公園

大人 510、シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

人材バンク発表会

14:00

合人社ウェンディひと・まちプラザ

無料（要申込）

広島県民文化大学
「天野篤講演会」

14:00

広島文化学園 HBG ホール

会員制（入会制）

元宇品港公園

100 ☎南区役所地域おこし推進課内 082（250）8935

「秋の訪れ」9:50 ※雨天中止の場合有
25 日
（日）2022 年度アース・ミュージアム元宇品 地球さんぽ

☎ 082（545）3911
☎事務局 082（249）1200

秋のきのこ入門観察会
（予約先着 15 人）
（荒天中止）

10:00

広島県緑化センター 第 2 駐車場集合 無料（要予約）

☎ 082（899）2811

虫さがし
「草原の虫」
（要申込）

10:30

森林公園・こんちゅう館

要入館料（15日申込締切）

☎ 082（899）8964

防災の日 in 安佐動物公園

10:30 ～ 16:00

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

第 10 回ワールドフェスタ
（フラダンス、和太鼓など）

12:00 ～ 16:00

東区民文化センターホール

700（999）☎ P.J. ひろしま 21 ／白根 082（845）4691

10:00

日浦公民館研修室 1

無料（22日までに電話で申込受付）☎ 082（838）3220

「本屋さんの本の愛し方」
（申込先着 50 人）
※詳細→ P5
26 日
（月）講演

』講師：平塩清種）13:30
27 日
（火）生涯学習教養講座9月教室『一目置かれる大人の語彙力のつけ方 （

県民文化センター地下 1 階

1,500（当日受付可）

14:00

県立図書館

無料

10:00（マスク、水筒等持参）

JR 広島駅新幹線口２階中央ペデストリアンデッキ集合 無料・予約不要☎東区役所地域起こし推進課082（568）7704

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 11:10

佐伯区民文化センター 2 階 大広間 無料（先着各 8 組）☎佐伯区図書館 082（921）7560

第1回

13:00

安佐北区民文化センター大会議室

けんりつ・おはなし会
（①らくらく七福神コース他計 5 コース）
28 日
（水）ふたばの日定期ガイド
あさきた句会
（シリーズ開催全 4 回）

29 日
（木）姿勢測定会 in あさきたラウンドフィットネス
健康応援フェスタ 2022

☎事務局 070（8972）3309

無料（先着 20 人・要申込）

☎ 082（241）4973

☎ 082（814）0370

① 10:30 ② 11:40 ③ 12:50 ④ 14:00 ⑤ 15:10 安佐北区民文化センター大広間

無料（各回先着 8 人・要申込） ☎ 082（814）0370

13:30

無料（要申込） ☎健康応援フェスタ事務局 03（6407）1883

30 日
（金）映画『ドライブ・マイ・カー』ロケ地を巡るリレートーク・ドライブ 10:30
特別講演会
「世界遺産和歌山県高野山から見た世羅・今高野山」 13:30

JMS アステールプラザ大ホール

広島港集合～グランドプリンスホテル広島解散（まち歩き） 無料（要申込・5日8:30 から受付 / 先着15人） 宇品公民館☎082（253）2529
県民文化センターホール

無料（要申込）☎世羅町甲山自治センター 0847（22）2115

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（10 月に開催する催しは 8 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

