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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
（8 月15 日現在）
へお問い合わせください。

純粋に音楽の楽しさを
再確認できる
大切な演奏会
学 生 時 代 から
『 威 風 堂 々 ク ラ シ ックin
Hiroshima』に 4 度の出演経験を持つ中村
夏実さん。
今年はいよいよコンサートミス
トレスとして参加します。
今までの出演時
のお話し、
自身の目標について伺いました。

■大植さんの深い音楽愛

中村 夏実さん（なかむら・なつみ） ヴァイオリニスト
4 歳よりヴァイオリンを始める。2019 年広島大学教育学部第四類音楽文化系コースを卒業、同年、渡独。カー
ルスルーエ音楽大学、修士課程でヴァイオリンを学ぶ。弓室内合奏団第 2 回定期演奏会、コジマ・ムジカ・コ
レギア第 23 回定期演奏会、ムジカ・コレギア in 尾道、広島大学生有志による Concerto Concert の各演奏会
でソリストとしてオーケストラと共演。第 12 回ベーテン音楽コンクール第 2 位。Büttner ピアノ四重奏コン
クール第 2 位。しまなみ音楽祭や Mattheiser Sommer Akademie、Talent Music Summer Courses & Festival
など国内外さまざまなマスタークラスを受講。2019 年から 2021 年まで中村音楽奨学生。2015 から 2018 年
大植英次プロデュース威風堂々クラシック in Hiroshima に出演。2022 年コンサートミストレスとして威風
堂々クラシック in Hiroshima に出演予定。ヴァイオリンをこれまでに塩崎紀子、瀬川光子、
（故）小島秀夫、髙
旗健次、ナフム・エアリッヒ各氏に師事。現在、ブランデンブルク交響楽団（ドイツ）に実習生として在籍。

演奏会

威風堂々クラシック in Hiroshima

世界的指揮者である大植英次氏がプロデュースする
『威風堂々クラシック in
Hiroshima』
が、
今年はいよいよホールに戻ってきます。
プロ、
アマチュア、
学生
で構成する演奏者と客席が一体となる高揚感をぜひ会場で体感してください。
【JMS アステールプラザ公演】
【広島文化学園 HGB ホール公演】
時・会／ 9 月 17 日（土）
指揮：大植英次
中ホール 10：30 ～
演奏：広島心音オーケストラ
オーケストラ等練習場 12：00 ～
曲目：コープランド「市民のためのファンファーレ」、
中ホール 13：40 ～
ドヴォルザーク「スラブ舞曲第 10 番」
オーケストラ等練習場 15：10 ～
スメタナ「モルダウ」 ほか
9 月 18 日（日）オーケストラ等練習場 10：00 ～ 時／ 9 月 18 日（日）15：00 ～
JMS アステールプラザ公演（要応募）は募集を終了しました。 料／ 1,000 円
（全席自由） 発売中
詳しくは

Web

威風堂々クラシック in Hiroshima

検索

実行委員会事務局（広島市文化財団企画事業課内） TEL.082-244-0750

『威風堂々クラシック in Hiroshima』参加を
振り返る時、一番に思い出すのはプロデュー
サーである大植英次先生の音楽愛の深さです。
練習で皆に曲の説明をする時の言葉や表情、夢
中になって全身で指揮をする姿など、あらゆる
場面で大植先生の音楽愛を感じました。また、
楽器を習い始めたばかりの学生も大学で音楽
を学んでいる学生も分け隔てなく音楽を教え
てくださるので、参加する度に勉強になりまし
た。学生にとって、プロと一緒に演奏するとい
うのもまたとない機会です。私にとって、何度
参加しても毎回
「音楽って楽しいな」と再確認
できる大切な演奏会です。
今年はコンサートミストレスとして参加す
るので、大植さんのやりたい音楽、指示をいち
早くキャッチして演奏で参加する皆さんに的
確に伝えられるようでありたいと思います。そ
のためには、皆さんとのコミュニケーションが
大切だと思うので、練習で会った時には自分か
ら積極的に声をかけて会話の時間を持ちたい
と思います。

■音楽が身近にあるドイツ
2019 年からドイツに留学し音楽を学び、現
在はブランデンブルク交響楽団の実習生とし
て演奏活動をしています。ドイツでは学校や
仕事を終え、家で食事をしてからクラシックの
演奏会に出かけたり、週末に家族で子ども向け
演奏会に行ったりするなど、誰にとってもクラ
シック音楽が身近にあります。思い立ったら、
いつでも一流の演奏家の音楽をホールで聴け
るというのは、とても恵まれていると感じます。
日本ではクラシックに硬いイメージを持って
いる方も多いと思いますが、いつかクラシック
音楽を身近に感じてもらえるような活動がで
きたら…と思っています。

音楽

カープジャズ．with 河村貴之“Carp”
Quartet

CARP × JAZZ NIGHT VOL.29
カープ応援歌をジャズ音楽で。

広島のトランペッター・河村貴之さんと、広島在住
のジャズミュージシャンで結成したカープを愛する 4
人組。2014 ～ 15 年に発売した 2 枚の CD はカー
プ球団公認。
「 それいけカープ」や「CC ダンス」のジャ
ズ調サウンドは、TV などで聴いたことある人も多い
はず。今回は 3 年ぶりの単独ライブ。カープデイゲー
ム終了後に始まるので、そのまま足を運んでみては。

音楽

読者プレゼント（P.15 に詳細）

時／ 9 月 3 日（土）18：30 〜
会／ Jazz Club Bird
（中区薬研堀 10-11 ハウスアピア B1）
料／ 3,000 円
event2022@carpjazz.com
詳しくは

Web

ピアノ・チェロ・コントラバスで紡ぐ 室内楽の夕べⅡ〜夏の名残りと秋の風〜

技術光る曲から歌謡曲まで。

2018 年にプラハで録音した CD が発売中
の村主紀子さん（ピアノ）。広響の首席チェロ奏
者としておなじみのマーティン・スタンツェ
ライトさん（チェロ）。13 年間の欧州での活
動を経て現在は広響で活躍中の飛田勇治さん
（コントラバス）。3 人のプロによる演奏を楽
しめるコンサート。バッハやモーツァルトのほ
か、
「少年時代」など親しみやすい曲も展開。
演劇
演芸
舞踊

検索

カープジャズ

時／ 9 月 17 日（土）18：30 〜
会／コジマホールディングス西区民文化センター
スタジオ
料／一般 3,000 円、学生 2,000 円
※当日券なし（チケットは下記に申込み）
問／事務局 TEL.090-7992-4282
hiroshimaconcert@gmail.com

2022 中田千湖バレエシアター Short Stories Ⅺ
美しく卓越した身体表現。

多数の祭典で振付・演出を手がけてきた振
付家・ダンサー 中田千湖さんのスタジオ公演。
「Short Stories」と題し、これまでの新作公演
「ダンスギャラリー」シリーズから凝縮した魅力
を届ける。ゲストとしてコンテンポラリーダン
サー・佐藤琢哉さんが出演。美しく奥深い身体
表現を堪能して。昨年の公演が叶わなかった生
徒達の、2 年分の熱演にも注目を。

美術
展示

時／ 9 月 25 日（日）15：30 〜
会／ JMS アステールプラザ 中ホール
料／1F 指定席 3,600 円
2F 自由席 3,200 円
問／中田千湖バレエシアター
TEL.082-874-2124
詳しくは

Web

中田千湖バレエシアター

検索

第 50 回記念 広島彫刻会展

50 回を祝い、招待作品も多数！

県内の彫刻家が会派を超えて切磋琢磨する「広
時／9月6日（火）〜11日（日）9：00〜17：00
島彫刻会」。発足は昭和 42 年。ほぼ毎年展覧会を 会／広島県立美術館
開催してきたが、昨年はコロナ禍で中止に。いよ
地下1階県民ギャラリー第2・3展示室
いよ今年 50 回目の記念展を開催する。それを祝 料／入場無料
し大幅にスケールアップ。会員作品はもちろん、 問／森長 TEL.090-8243-2843
その他幅広い作家に声をかけ、約 50 点の作品が （（公財）広島市文化財団文化活動助成事業）
集結。広島の彫刻芸術を一堂に見ることができる
機会を目指したという。見応えのある展覧会。

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
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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、席数制限など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。

美術
展示

皇室の美と広島

−宮内庁 三の丸尚蔵館の名品から−

皇室ゆかりの名品が広島に。

皇室で受け継がれてきた美術品など約 9,800
点を所蔵する宮内庁三の丸尚蔵館。その中から
広島ゆかりの品と名品がやって来る。会期を前
期と後期に分け、たっぷり紹介。広島県立美術館
が収蔵する関連作品も楽しめる。注目は伊藤若
冲の『旭日鳳凰図』
（ 前期のみ展示）。そのほか昭
和の大礼を彩った屏風や、広島ゆかりの作家作
品など。日本美術の粋を楽しんで。

各種
イベント

読者プレゼント（P.15 に詳細）

時／前期9 月16日
（金）
〜 10 月10日
（月・祝）
後期10 月12日
（水）
〜 10 月30日
（日）
9：00 〜 17：00
※金曜は19 時まで、
前期初日は10 時〜
会／広島県立美術館
料／一般1,400円、
高・大学生1,000円
問／広島県立美術館
TEL.082-221-6246
詳しくは

Web

オトアソビ 2022

広島県立美術館

検索

《舞楽兜形ボンボニエール》1934 年
宮内庁三の丸尚蔵館蔵

〜音楽とマルシェの融合イベント〜

夏祭り感覚で楽しい 1 日！

広島ゆかりの音楽バンドやショップが集まる、
夏祭り感覚のイベント。2015 年から始まり、秋
の開催は 3 年ぶり。ステージには総勢 13 組のバ
ンドが出演。吉田拓郎トリビュートバンド「ペニー
レイン」や高校生バンドなどの音楽を楽しんで。ス
テージの周囲には 19 店が連なる。屋台フードやカ
フェメニューのほか、足裏リフレや小物づくり体
験なども！

♥

〜おうちで楽しむ〜

時／ 9 月 4 日（日）11：00 〜 17：00
会／湯来交流体験センター
野外ステージ＆ステージ前広場
料／入場無料
問／オトアソビ Project Team
TEL.080-6319-5830
詳しくは

Web

Facebook

オトアソビ

検索

私のおすすめ ! DVD

巨匠ハイフェッツの名演奏とストーリーに感涙
高旗健次さんおすすめの一枚『かれらに音楽を』

高旗健次さん
広島大学大学院教授。
ヴァ
イオリニスト。
ドイツ国家
演 奏 家 資 格 取 得。9/11
（日）の14 時から東広島
芸術文化ホールくららに
て R. シューマンのソナタ
全 3 曲演奏会を開催予定。
詳しくは

Web

高旗健次ヴァイオリン
リサイタル R シューマン

検索

クラシック音楽を題材とした映画で、これほどまでに巨匠の名演奏を
じっくりと堪能でき、時代と社会を反映しその渦中を生きる人々の感
情に、その名演奏が溶け込むよう巧みに表現された作品があるでしょ
うか。
この作品が初公開されたのは 1939 年。アメリカの街中にある経営の
厳しい音楽学校が舞台となっています。
私はこの作品を大学 1 年生の時に初めて観賞しましたが、当時はハイ
フェッツ（ヴァイオリン）の名演奏と作品の全体構成力にただただ感
激するばかりでした。その時のインパクトが非常に強く、今回この年
になって改めて観賞し直してみると、才能あふれる生徒たちに寄り添
う学校運営者の想いと、その運営をめぐって対峙する経営者の思考、
非行少年や生徒たちの純粋な心など、それぞれの立場で懸命に生きる
人間模様をより深く感じるようになりました。
観賞する側として、老成とともに、よりいっそう味わい深くなり、また
立場の変化により見方が変わる作品でもあると思います。

『かれらに音楽を』
DVD 発売中
￥5,040（税込）
発売・販売元：ジュネス企画

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
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（公財）広島市文化財団主催 文化イベント
音楽セミナー
音楽 「ボーカル表現セミナー」
「ブルースギターセミナー」

ボーカル・ギターのスキルアップに♪

「ボーカル表現」
（ 講師：Chika）と「ブルースギ
ター」
（ 講師：キング増本）のセミナーです。各ジャ
ンルで「ビギナーコース（初心者向け）」と「チャレン
ジコース（中級者向け）」を開講します！
時 9月3日
（土）
ビギナーコース：16：30 ～ 18：00
チャレンジコース：18：30 ～ 20：00
会 ボーカル表現：南区民文化センターホール
ブルースギター：同センター音楽室
料 1,000 円／ 1 コース
（要申込・料金は当日払い）
※申込方法はチラシ
（各区民センター窓口等で配布）または上記 QR
コードからご確認ください。
問 南区民文化センター TEL.082-251-4120

安芸音楽祭「和太鼓」

ダイナミックな和太鼓の響きをお楽しみください

1 部はワークショップ参加者の発表と地元
で活動している和太鼓グループによる若さ
溢れる演奏を、2 部のゲスト出演は、広島の
文化を発信している「太鼓本舗かぶら屋」の
演奏をお楽しみください。
時 9 月 11 日
（日）13：30 ～
太鼓本舗かぶら屋
会 安芸区民文化センター ホール
料 全席自由 大人 [ 中学生以上 ]1,000 円
（当日 1,200 円）
こども [3 歳以上、小学生以下 ]500 円（当日 600 円）
（入場者を制限する場合があります／状況によっては当日券の販売
はありません）
問 安芸区民文化センター TEL.082-824-1330

お気軽 昼コンサート チェリスト 銅銀久弥
ひろしま室内楽プロジェクトコンサート
午後のひと時に、若手演奏家たちの
フレッシュな演奏はいかがですか？

広島市出身で NHK 交響楽団のチェリストとして
長く活躍された、桐朋学園大学院大学教授の銅銀久
弥氏を音楽監督に迎え、広島ゆかりの若手演奏家と
共に音楽を創ります。午後のひと時に、魅力あふれ
る室内楽をゆったりとお楽しみください。
曲目： ピアノ三重奏曲 Op.11『街の歌』
（L.v. ベートーヴェン）
ピアノ三重奏曲『ドゥムキー』
（A. ドヴォルザーク）、他
時 9 月 23 日
（金・祝）14：30 ～
会 東区民文化センター ホール
料 全席自由 2,500 円
（当日 3,000 円）
問 東区民文化センター TEL.082-264-5551

アーティスト育成事業
セレーノ『ちょっとお昼にクラシック 聖なる子守歌』
癒しのアフタヌーンコンサート

広島市内在住の 3 人の音楽家による声楽・ヴァイオリン・ヴィオラ・
ピアノのアンサンブルグループです。2021 年に結成。
曲目：歌の翼（メンデルスゾーン）

時
会
料

問

アルト・ヴィオラ・ピアノのための
聖なる子守歌
（ブラームス）
、
他
9 月 24 日（土）14：00 ～
コジマホールディングス西区民文化センター
スタジオ
全席自由 一般1,000円（当日1,500円）
こども（高校生以下）500円（当日700円）
未就学児入場可
コジマホールディングス西区民文化センター
TEL.082-234-1960
セレーノ（中本） TEL.090-1332-1906

左からピアノ米原
ヴァイオリン望月
メゾソプラノ中本

さえきサロンコンサート
アンデスの風と響き

南米アンデス地方で人から人へ伝えられ
てきた民族音楽フォルクローレ。
「 コンドル
は飛んで行く」でご存じの方も多いのではな
いでしょうか。アンデスの山々の風と響きを
想像させる、どこか懐かしさを感じる音楽をお楽しみください。
時 10 月 1 日
（土）14：00 ～
会 佐伯区民文化センター スタジオ
料 入場無料
（要整理券・当日配布予定）
問 佐伯区民文化センター TEL.082-921-7550
演劇
演芸
舞踊

プロジェクションマッピング芸術文化支援事業
絵本×演劇×プロジェクションマッピング
『ひばくポンプ～ Hibaku Water Pump ～』

「被爆ポンプです。残してください。」

「ここにいたいんよ。この場所で、広島を、日本
を、世界を、見ていたい」。広島に残る「被爆ポンプ」
の声を、広島の小学生が描いた絵本。絵本×演劇×
プロジェクションマッピングによる舞台『ひばく
ポンプ』でその声をお聞きください。
時 9 月 23 日
（金・祝）
① 13：00 ～ ② 15：00 ～ ③ 19：00 ～
会 マエダハウジング安佐南区民文化センター 大広間
料 無料
（要予約）
問 マエダハウジング安佐南区民文化センター TEL.082-879-3060

文楽座命名 150 年 人形浄瑠璃文楽 地方公演
秋の文楽巡業公演、今年は広島が初日 !!
は な くらべ し

き の ことぶき

読者プレゼント（P.15 に詳細）

まん ざい

【昼の部】は「花 競 四 季 寿 より 万 歳・鷺娘」、
「冥
途の飛脚 羽織落としの段・封印切の段」を、
【夜
の部】は「団子売」、
「菅原伝授手習鑑 寺入りの段・
寺子屋の段」をお届け。上演前に解説あり。
時 9 月 28 日
（水）
昼の部 14：00 ～ 夜の部 18：00 ～
会 JMS アステールプラザ 中ホール
料 全席指定 1 階席 5,000 円、2 階席 3,000 円
問 JMS アステールプラザ TEL.082-244-8000

映像

インドネシア映画特集

インドネシアを代表するリリ・リザ監督作など 5 作品

近年評価の高まっているインドネシア映画。今回は、映画
製作現場や青年の生活を描いたドキュメンタリーと、
各国の映画祭で高
い評価を受けるリリ・リザ監督の作品を上映します。
インドネシアの現

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
4

【お知らせ】●掲載しているイベントや募集は、
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、
席数制限など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。
●本財団では平成 30 年 7 月豪雨災害など、被災者に対する義援金のための募金箱を設置しています。皆様のご協力をお願いいたします。

代社会がうかがえる作品をご鑑賞ください。
時 9 月 14 日
（水）～ 9 月 18 日（日）
※詳細はひろしまカレンダー面参照
会 映像文化ライブラリー 2F ホール
（定員 84 名）
料 全席自由 当日大人 380 円、
『虹の兵士たち』
シニア（65 歳以上）
・高校生 180 円
提供：福岡市総合図書館
（17 日は高校生無料）、小・中学生無料
問 映像文化ライブラリー TEL.082-223-3525

会 マエダハウジング安佐南区民文化センター ホール
料 全席自由 1 作品 300 円
（当日 400 円）
問 マエダハウジング安佐南区民文化センター

TEL.082-879-3060

美術 企画展「『ごんぎつね』が語る昔のくらし」
『ごんぎつね』の世界をのぞいてみよう
展示

令和 4 年度優秀映画鑑賞推進事業
「あさみなみ映画祭」
名だたるスター競演の定番時代劇

阪妻、
長谷川一夫、
右太衛門、
千恵蔵、
月形な
ど、定番時代劇の醍醐味を存分に発揮した時
代劇スター競演の作品を４作品上映します。
『赤穂浪士』
時 10 月 1 日
（土）
写真提供：国立映画アーカイブ
①『赤穂浪士』10：00 ～ 12：31
②『旗本退屈男』13：10 ～ 14：58
③『大江戸五人男』15：30 ～ 17：42
④『銭形平次捕物控からくり屋敷』18：15 ～ 19：41

事業名

中区民作品展
作品募集

《講演》
「本屋さんの本の愛し方」

事業名
アステールプラザ コンテン
ポラリーダンス公演
「TRY A DANCE vol.17」

内容・対象

日時

今年 5 月 1 日、西区のレクトに中四国の本屋 31 店が 1
日限りで集結して、ブックフェア「広島本屋通り」を開催
し、中国新聞でも紹介された。その仕掛け人の”広島蔦屋 9 月 26 日（月）
書店”店長が、このイベントについてはじめて語る。
10：00 ～
講師：広島蔦屋書店 店長 江藤宏樹
対象：どなたでも

内容

日時

全国公募により集まった気鋭のダンサーがオリ
10 月 16 日（日）
ジナル作品を披露。豊かな感性で、枠組みにとら
① 13：00 ～
われない身体パフォーマンスを追及します。
② 17：00 ～
ゲスト：柿崎麻莉子
フルートとピアノによる様々な時代、形態の曲

東区民文化センター
ピアノ利用促進事業
仲道祐子 ピアノリサイタル

会場

料金・申込み方法

募集期間：
8 月 1 日（月）～
募集作品：絵画、書、写真、工芸、デザイン、彫刻など
JMS
12 月 11 日（日）必着
応募資格：中区に在住 ･ 通勤・通学している方、中区を
アステールプラザ
展示期間：
拠点に活動している個人・団体
市民ギャラリー
令和5年2月2日（木）
～ 5 日（日）

サロンコンサート
を集めた演奏会。アルトフルートやバスフルー 10 月 22 日（土）
「根石照久×朴美瑛
トも用いた曲も演奏しますので、ぜひご来場く 15：00 ～
フルートデュオリサイタル」 ださい。
南区民文化センター
文化芸術支援事業
「本を読む女」

童話『ごんぎつね』は新美南吉
の代表作で、教科書に採用されるなど、幅広
い世代に愛されている物語です。この企画展
では、
『ごんぎつね』のストーリーを交えなが
ら、物語に登場する昔の道具や情景、人々の
暮らしの様子を紹介します。
展示風景「村の生活（すまう）」
時 9月3日
（土）～ 11 月 27 日（日）
9：00 ～ 17：00
入館は 16：30 まで
休 月曜日
（9/19、10/10 を除く）、9/20（火）、10/11（火）
会 郷土資料館
料 大人 100 円、
高校生・シニア 50 円、中学生以下無料
※文化の日（11/3）は入館無料
問 郷土資料館 TEL.082-253-6771

日浦公民館
研修室 1
定員：50 人（先着順）
（安佐北区
参加費：無料
あさひが丘三丁目 申込：9 月 22 日（木）までに電話で日浦公民館へ
23-13）

会場

料金

安芸区民
文化センター
スタジオ

東区民
文化センター
ホール

日浦公民館
TEL.082-838-3220

問い合わせ

JMS
全席自由
アステールプラザ 1,500 円
多目的スタジオ
発売中

広島で活動する女優・竹元恵美子によるリー
ディングリサイタル。―言葉と声と。
10 月 29 日（土）
南区民
構成・演出：松本憲治
① 14：00 ～② 18：00 ～
文化センター
演目（予定）
：ヘレーン・ハンフ編著『チャリング・ 10 月 30 日（日）
スタジオ
クロス街 84 番地』より、レフ・トルストイ作『復 ① 11：00 ～② 15：00 ～
活』より
心に染み入る情感豊かな音楽性と暖かい音色を
11 月 23 日（水・祝）
持ち味とし、聴衆に愛されるピアニスト仲道祐
14：00 ～
子さんのリサイタルです。

問い合わせ

出品料：無料
募集点数：先着 200 点（各部門一人１点まで）
JMS アステールプラザ
応募方法：JMS アステールプラザ、中区の公民館
TEL.082-244-8000
などで配布する申込書に記入し、郵送、ファクス、
FAX.082-246-5808
E メール、持参で受付（申込書は JMS アステール
プラザのホームページからダウンロード可）

JMS アステールプラザ
TEL.082-244-8000

全席自由
一般 2,000 円（当日 2,500 円）
高校生以下 1,000 円（当日 1,500 円）
発売中

安芸区民文化センター
TEL.082-824-1330

2,500 円（当日 3,000 円）
いちえプロジェクト
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。 【 m a i l 】 i c h i e p r o j e c t @
【Web 予約】カルテットオンラインにて、公演各 hotmail.co.jp
前日まで受付。詳細は HP で。
いちえプロジェクト
検索
チケットは南区民文化センター及び安佐北を除 南区民文化センター
TEL082-251-4120
く各区民文化センター窓口にて販売。
全席自由
東区民文化センター
一般 2,000 円（当日 500 円増）、子ども 500 円
TEL.082-264-5551
9 月初旬発売予定

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
5

9月
音 楽
日

催

し

物

1日
（木）上野眞樹トリオの夕べ
（吉野妙、吉田正子）

開始
時間

場

所

料

金※(

連

)内は当日

絡

18:30

東区民文化センタースタジオ

一般 3,000、学生 2,000

☎ 上野 090（5168）2848

みわトシ鉄心ライブ

19:00

ヲルガン座

3,000（3,500）
（ドリンク別）

☎ 082（295）1553

Z CLEAR ライブ※ 26 日も有

19:00

セカンド・クラッチ

5,000（2,000）
（ドリンク別）

18:30

コジマホールディングス西区民文化センタースタジオ 無料

☎ 中岡 090（5265）0832
☎ 070（8494）1792

2日
（金）中岡重彰マリンバ・リサイタル

（ほぼ）
毎週金曜コンサート
（チェロ：阿曽沼 裕司 ＆ ピアノ：小林 知世）19:00
3日
（土）安佐北フォークジャンボリー（フォークソングコンサート）
THE FOUR SEASONS Favorite Songs

スタジオ・オクターヴ

1,500（定員 30 人）

13:00

安佐北区民文化センターホール

無料

14:00

コジマホールディングス西区民文化センタースタジオ 1,500

先

☎ 082（249）7363

☎ 082（814）0370
☎ 谷本 090（8240）6012

さえきサロンコンサート歌謡曲に フォークに C Мソング ～ほ・と・ん・ど・昭和 ＷＡＷＡＷＡ～♪（出演：HD プロジェクト） 14:00

佐伯区民文化センタースタジオ

無料（要整理券／当日13:00 より配布予定）☎ 082（921）7550

マンドリンと三味線～ 秋の風にのせて～（長唄三味線：川東陽華、マンドリン：佐古季暢子）14:00

矢野公民館

無料（要申込・先着 50 人）

☎ 082（888）0044

QUEENS ライブ

SIX ONE Live STAR

3,000（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

16:30

音楽セミナー「ボーカル表現セミナー」
「ブルースギターセミナー」① 16:30
南区民文化センターホール・音楽室
※詳細→ P4
② 18:30
① 17:30
久保陽貴 夏歌ライブ
アリスガーデン
② 19:00
yama ライブ
森本ケンタ ライブ
CARP × JAZZ NIGHT

VOL.29 ※詳細→ P2

THE STREET BEATS ライブ
4日
（日）長渕

剛 コンサート

1,000 円／ 1 コース
（要申込）

☎ 082（251）4120
https://twitter.com/mac0168

無料

WEB

18:00

クラブクアトロ

5,300（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

18:00

BLUE LIVE

4,500（ドリンク別）

☎ 082（250）5522

18:30

Jazz Club Bird

3,000

19:00

セカンド・クラッチ

4,500（5,000）
（ドリンク別）

S 席 11,000、A 席 9,500（売切） ☎ 夢番地 082（249）3571

event2022@carpjazz.com
☎ ユニオン 082（247）6111

17:00

広島文化学園 HBG ホール

アンサンブル・プレギエラ 第 9 回広島公演

17:00

JMS アステールプラザオーケストラ等練習場 一般 3,000、学生 1,000

☎ 082（244）8000

UNISON SQUARE GARDEN コンサート

17:30

JMS アステールプラザ大ホール

5,900（売切）

☎ 夢番地 082（249）3571

Wienners ライブ

17:30

セカンド・クラッチ

4,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

ガガガ SP ライブ

18:00

ALMIGHTY

3,300（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

草田一駿 ライブ

19:00

LIVE JUKE

4,500（ドリンク別）

☎ 082（249）1930

18:30

LIVE JUKE

5500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

19:30

OTIS!

3,500（4,000）
（ドリンク付）限定 30 人 ☎ 082（249）3885

18:30

東区民文化センタースタジオ 1

一般 3,000、学生 1,500

8日
（木）おためしステージ演奏会※ 9日・13日〜 15日、10日・11日10:00 も有 13:00

安佐北区民文化センターホール

2,000 ／ 1 時間（要予約）

☎ 082（814）0370

18:30

BLUE LIVE

5,500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

18:00

セカンドクラッチ

5,000（5,500）
（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

ペトロールズ ライブ

18:30

クラブクアトロ

4,800（ドリンク別）

☎ 082（542）2280

河野智美クラシックギターリサイタル

18:45

東区民文化センタースタジオ 1

3,000（3,500）

☎ 広島ギター協会事務局／伊吹080（1908）7798

浜田隆史ライブ
（with 唐津人志、ShiMa）

19:00

OTIS!

2,500（3,000）
（ドリンク付）限定 30 人 ☎ 082（249）3885

県民文化センターホール

一般 4,000、大学生 2,000、他

☎ 広島楽友協会 070（8950）5475

スタジオ・オクターヴ

1,500（定員 30 人）

☎ 070（8494）1792

5日
（月）中孝介×宗本康兵ライブ
SUK ライブ
7日
（水）第 4 回グレイス弦楽四重奏団演奏会※詳細→ P15
DEEN ライブ
9日
（金）アルカラ、PK shampoo ライブ

ヒロシマムジークフェラインストリングス Voyage Op.1 ～英国への旅～ 19:00
（ほぼ）毎週金曜コンサート
（ チューバ：玉井 菜々子 ＆ ピアノ：大住 花菜子）19:00
10 日
（土）バンドじゃないもん !MAXX NAKAYOSHI ライブ
広島ベルカント男声合唱団 第 2 回独唱演奏会

① 12:30
SIX ONE Live STAR
② 18:30
14:00

ミュージアム・コンサート「時の目撃者」
（ヴァイオリン : 後藤ラコンブ絢子、ピアノ : 伊藤憲孝）14:00

gracequartet2017@gmail.com

① 1,000 ② 5,500（ドリンク別） ☎ ユニオン 082（247）6111

南区民文化センタースタジオ

無料

ひろしま美術館

要展覧会チケット（12:00から整理券配布）☎ 082（223）2530

☎ 広島ベルカント男声合唱団／栗栖082（578）6574

響倶楽部第 10 回合同演奏会

17:00

東区民文化センタースタジオ 1

無料

鈴木康博 ライブ

17:00

ライヴ楽座

6,000（ドリンク別）

☎ 082（246）1019

貴水博之 ライブ

17:00

クラブクアトロ

9,000（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

小山卓治ライブ

17:30

OTIS!

4,500（5,000）
（ドリンク付）限定 30 人 ☎ 082（249）3885

カネヨリマサル / moon drop、他ライブ

17:30

4.14

3,000（ドリンク別）

☎ 082（249）3024

This is LAST ライブ

18:00

Cave-Be

5,720（ドリンク別）

☎ サンライズプロモーション東京0570（003）337

reGretGirl ライブ

18:30

セカンド・クラッチ

4,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

グルッポ・マンドリナータ・ミドリ 第 34 回定期演奏会

18:30

県民文化センターホール

800（900）

天然温泉・クアハウス 神田山荘

一般 750、被爆者 250（入館料） ☎ 082（228）7311

11 日
（日）グッドラック～キーボードとエレキギター・二胡による歌謡曲の演奏と歌～ 12:00

山縣 yyyyamagata@yahoo.co.jp

gruppo@hotmail.co.jp

安芸音楽祭
「和太鼓」
※詳細→ P4

13:30

安芸区民文化センターホール

大人1,000（1,200）、子ども 500（600） ☎ 082（824）1330

第 14 回ドイツリート協会正会員によるピアノコンサート

14:00

東区民文化センタースタジオ 1

一般 1,000

アウル ピアノクインテット 広島公演

14:00

ゲバントホール

2,500（3,000）

崇徳高等学校グリークラブ

14:00

コジマホールディングス西区民文化センターホール 500

☎ 崇徳高校グリークラブ 082（237）9331

さろんコンサート「映画音楽で巡る時間旅行」
（出演：オカリナ＆キーボードそよ音）14:00

マエダハウジング安佐南区民文化センターロビー 無料（定員 30 人）

☎ 082（879）3060

読売日本交響楽団

広島文化学園 HBG ホール

S 席 7,700、A 席 6,600（売切）

☎ 広島テレビ 082（567）2500

ライフワン 221 ホール

一般2,500（3,000）、大学生以下2,000（2,500）☎ 082（922）0028

第 51 回定期演奏会

広島特別演奏会

名匠ヴァイグレ×辻井伸行 15:00

☎ 岡野 082（878）3991
shintomei.cq@dc4.so-net.ne.jp

Miho おしゃべりピアノコンサート
（ピアノ：戸梶美穂）

15:00

ヨアン・ゴイラーフ メモリアルコンサート

17:00

ルーテル広島教会

一般 2,000、学生 1,000

☎ 永瀬 090（4801）7680

ナナヲアカリ ライブ

17:30

セカンド・クラッチ

5,500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

猫 ライブ

18:00

ライヴ楽座

3,500（4,000）
（要 1ドリンクオーダー）☎ 082（246）1019

① 11:45 ①県民文化センター前② HNB ＆
② 12:20 Craft Beer と炭火はればれ前

無料

☎ 音楽は平和を運ぶ 082（247）8604

未来へ届け～アーティスティック・シャンソン コンサート

17:00

JMS アステールプラザ中ホール

S 席 4,500、A 席 3,500、他

☎ N.Y.Music 082（249）1930

Houts/ アルスト /Z CLEAR ライブ

18:30

セカンド・クラッチ

4,000（4,500）
（ドリンク別）

☎ 082（249）7363

15 日
（木）～歌と、チェロと、ピアノによる、爽秋の調べ～

13:30

瀬野公民館

無料（要申込・先着40人・2日から受付）☎ 082（894）8006

16 日
（金）The Songbards ライブ

18:30

セカンド・クラッチ

4,000（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

JMS アステールプラザ大ホール

S 席 5,300、A 席 4,300、他

☎ 広響事務局 082（532）3080

スタジオ・オクターヴ

1,500（定員 30 人）

☎ 070（8494）1792

14 日
（水）音まちコンサート ミュージックストリート※ 28 日も有

ディスカバリー・シリーズ『新世界より』2 ～新世界に渡った二人のチェコ人作曲家とハリウッドの申し子～ 18:45
（ほぼ）毎週金曜コンサート
（フルート：松浦 美音 ＆ ピアノ：吉川 絢子 ） 19:00

6

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。

2022.9
日

催

し

物

開始
時間

場

所

17 日
（土）大植英次プロデュース 威風堂々クラシック in Hiroshima ※詳細→ P1 10:30 他 JMS アステールプラザ
しまじろうコンサート
「しまじろうと うみの だいぼうけん」

① 11:00
② 14:00 広島文化学園 HBG ホール
③ 17:00

料

金※(

)内は当日

連

通常席 3,580、
プレミアム席 5,500

☎ しまじろうコンサート 0120（988）883

あきクラシックコンサート『ヴァイオリン演奏の歴史と、アンサンブルの愉しみ』 14:00

安芸区民文化センターホール

無料

☎ 082（824）1330

東区民文化センターオープンプラザ

無料（雨天中止）

☎ 082（264）5551

レコードコンサート「映像文化ライブラリー収蔵のジャズ作品より」
（選曲＆解説：藤井政美）15:00

映像文化ライブラリー

無料（要申込）

☎ 082（223）3525

初秋のサロンコンサート 三味線とピアノが奏でる和の響き（長唄三味線方：川東陽華、ピアノ：きくちレイコ） 16:00

ホテルチューリッヒ東方 2001

2,500（ケーキセット付）
（要予約） ☎ 082（262）5111

グリーンアリーナ

11,000

Perfume コンサート※ 18 日 17:00 も有

18:00

18 日
（日）森の音楽会
（要申込）

先

☎ 広島市文化財団企画事業課内 082（244）0750

オープンプラザシアター vol.261♪秋風とインドネシアの竹の音色を感じて！♬（出演：アルンバ広島） 15:00

ピアノ・チェロ・コントラバスで紡ぐ 室内楽の夕べⅡ～夏の名残りと秋の風～※詳細→ P2 18:30

絡

無料（申込終了）

☎ キャンディー 082（249）8334

コジマホールディングス西区民文化センタースタジオ 一般 3,000、学生 2,000（前売のみ） ☎ 090（7992）4282

13:30

森林公園・こんちゅう館

要入館料（8日申込締切）

☎ 082（899）8964

14:00

安芸区民文化センターホール

無料

☎ 082（824）1330

大植英次プロデュース 威風堂々クラシック in Hiroshima ※詳細→ P1 15:00

広島文化学園 HBG ホール、他

1,000、他

☎ 広島市文化財団企画事業課内 082（244）0750

ACTOR'S SCHOOL HIROSHIMA 2022 AUTUMN ACT

16:00

JMS アステールプラザ大ホール

一般6,000（6,500）、小中高生2,500（3,000）☎ TSS プロダクションアクターズスクール広島082（250）0333

WILD FLAG/KATAMALI ライブ

17:30

SIX ONE Live STAR

5,500（ドリンク別）

あきクラシックコンサート
『青春の吹奏楽 Vol.2』

☎ 082（247）0074

第 32 回打楽器グループ ツッカーズ ～佐藤須美子先生 退職記念～ 18:00

コジマホールディングス西区民文化センターホール 900

AZUMI ライブ

19:00

カフェ・テアトロ・アビエルト

予約 2,500（3,000）
（ドリンク別） ☎ 鈴木 080（5418）1638

ブルーズ・ザ・ブッチャーライブ

19:30

OTIS!

4,500（5,000）
（ドリンク付）限定 30 人 ☎ 082（249）3885

12:30

広島文化学園 HBG ホール

無料

☎ 広島県一般吹奏楽連盟 080（9130）2290

14:00

安芸区民文化センターホール

無料

☎ 濱 090（3631）9808

上野博昭＆奥本華菜子 Duo Concert 第45回 CFF 中国フルート友の会主催コンサート 14:00

県民文化センターホール

一般3,500（4,500）、学生2,500（3,000）☎ 中国フルート友の会 090（9413）7959

高中正義 コンサート

16:30

JMS アステールプラザ大ホール

S 席 11,000（お土産付）、A 席 9,000 ☎ キャンディー 082（249）8334

Mardelas Ⅳ ライブ

18:00

Cave-Be

4,000（ドリンク別）

☎（有）
シーピーぺぺ 082（511）1109

DMBQ と eastern youth ライブ

19:30

クラブクアトロ

4,000（ドリンク別）

☎ 082（542）2280

14:00

広島文化学園 HBG ホール

7,200

☎（株）清水芸能企画 082（292）0080

21 日
（水）ジャイスマナイト in 広島（出演：DJ ダイノジ大谷、笑笑子（DANCE）、他） 19:30

クラブクアトロ

3,000（3,500）
（ドリンク別）

☎ 082（542）2280

22 日
（木）RIKUO ライブ

OTIS!

3,500（4,000）
（ドリンク付）限定 30 人 ☎ 082（249）3885

19日（月・祝）第 30 回 市民バンドフェスティバル
あきシニアアンサンブル創立 20 周年記念演奏会

20 日
（火）山内惠介コンサート

23日（金・祝）

19:30

☎ 金石 090（8992）8035

海を渡る祈りの響き 2022 シターと歌う愛の歌
～イタリアの風、日本の心～

① 11:00
光の響サロン
② 14:30

秋の水辺のコンサート ※ 25 日も有

12:00

元安川 親水テラス
（原爆ドーム対岸） 無料

☎ 広島市観光政策部おもてなし担当082（504）2676

障害児子どもまつり 子どもコンサート

13:20

南区民文化センターホール

300（要申込）

☎ 橋尾 082（247）8623

お気軽 昼コンサート チェリスト銅銀久弥 ひろしま室内楽プロジェクトコンサート※詳細→ P4 14:30

東区民文化センターホール

2,500（3,000）

☎ 082（264）5551

きいやま商店 ライブ

Yise

4,500、小学生以下 2,000（ドリンク別）☎ キャンディー 082（249）8334

太鼓本舗かぶら屋ライヴ 2022 広島公演
「天
（あま）
翔
（かけ）
る。」 17:00

JMS アステールプラザ中ホール

4,000（4,500）

☎ 実行委員会 / 伊藤 082（509）0320

斉藤朱夏 ライブ

17:30

セカンド・クラッチ

6,000（ドリンク別）
（売切）

☎ 夢番地 082（249）3571

BE:FIRST コンサート

18:00

広島文化学園 HBG ホール

S 席 11,000、A 席 8,800

17:00

24 日
（土）アーティスト育成事業 セレーノ「ちょっとお昼にクラシック 聖なる子守歌」※詳細→ P4 14:00

3,500（予約制 / 各回 30 人）

☎ 080（4167）6491

☎ 夢番地 082（249）3571

コジマホールディングス西区民文化センタースタジオ 一般 1,000（1,500）、他

☎ 082（234）1960

ASAKITA サロンコンサート
（出演：邦楽アンサンブル「いとたけ」
（箏と尺八） 14:00

安佐北区民文化センターホール

無料

☎ 082（814）0370

レクイエム・プロジェクト広島 2022

14:00

安芸区民文化センターホール

900

☎ 実行委員会 / 上田 080（5181）6692

KOTOKO ライブ

17:00

セカンド・クラッチ

6,600（ドリンク別）

☎ スリーナインエンタテインメント 03（3770）1919

ラックライフ ライブ

17:30

Cave-Be

4,200（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

Def Tech ライブ

18:00

クラブクアトロ

5,500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

11:30

森林公園芝生広場休憩所

無料

☎ 082（899）8241

バロック音楽の調べ～スターバト・マーテル

15:00

日本福音ルーテル広島教会

一般 3,500（4,000）、学生1,000（1,500）☎ アンサンブル ジェルム 090（2000）1986

馬場俊英 ライブ

16:30

クラブクアトロ

6,500（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

YUME ＆ FAMIRY2022（出演：なきごと、他）

17:00

Live space Reed

3,500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

阿部真央 ライブ

18:00

BLUE LIVE

6,600（1ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

森のジャズライブ 2022

未定

里山あーと村（安芸区阿戸町牛ケ谷） 未定

☎ 事務局（安芸区役所農林課内）082（821）4946

12:20

JMS アステールプラザ多目的スタジオ 無料

☎ 広島市文化財団企画事業課 082（244）0750

25 日
（日）オータムコンサート

28 日
（水）第 358 回市民サロンコンサート
（ピアノ演奏）

佐伯区民文化センター大広間

先着15組（当日10:00 から整理券配布） ☎ 082（921）7550

18:00

広島文化学園 HBG ホール

9,900（売切）

☎ 夢番地 082（249）3571

18:30

セカンド・クラッチ

3,900（4,500）
（ドリンク別）

☎ 082（249）7363

18:45

広島文化学園 HBG ホール

S 席 5,300、A 席 4,300、他

☎ 広響事務局 082（532）3080

19:00

SIX ONE Live STAR

5,000（Dr 別）

☎ キャンディー 082（249）8334

（ほぼ）毎週金曜コンサート（クラリネット：野村 友輝、チェロ：阿曽沼 裕司 ＆ ピアノ：谷崎 友美 ） 19:00

スタジオ・オクターヴ

1,500（定員 30 人）

☎ 070（8494）1792

29 日
（木）ふれあいコンサート〜親子で楽しむ日本の昔ばなし〜（出演：箏曲 グルー プ玄恵会 おとぎ組） 10:30
玉置浩二 コンサート
30 日
（金）Ashmaze. ライブ
広島交響楽団

第 424 回定期演奏会

堂島孝平 ライブ

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
7

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。

演 劇 演 芸 舞 踊
日

催

し

物

開演時間

場

※ 10 月10日まで
上野学園ホール
（休演日有）

1日
（木）劇団四季 ディズニーミュージカル
「リトルマーメイド」
3日
（土）音楽座ミュージカル
「ラブ・レター」

13:00

人形芝居燕屋 花咲爺～はなさかじいさん
演劇企画室ベクトル第 24 回公演
「BOUNDARY
終の住み処。」
※ 4 日① 11：00 ② 15：00 も有

所

料

JMS アステールプラザ大ホール

12:00

天然温泉・クアハウス 神田山荘

秋神楽
（出演：下河内神楽団）

17:00

広島サンプラザ 3F 宴会場

6日
（火）マスタッシュ ダンス※ 20 日、27 日も有

13:00

林家正蔵・たけ平

連

)内は当日

絡

先

☎ 劇団四季ナビダイヤル 0570（008）110

8,800

☎ キャンディー 082（249）8334

親子ペア 2,500、大人 2,000
子どもコミュニティネットひろしま
14:00
JMS アステールプラザ多目的スタジオ
☎
（2,200）、子ども 1,000（1,200）
082（231）8015
或いは、
一般 2,000（2,500）、
① 14:00 ② 18:30 南区民文化センタースタジオ
☎ 事務局 090（1688）0321
18 歳以下 500（1,000）

4日
（日）安野神楽団～恵比寿・鍾馗～

親子会

7日
（水）ゴツプロ！Presents/ 青春の会

金※(

S 席一般 9,900、
S 席こども 4,950、他

第二回公演
「父と暮せば」

２０２２ひろしま神楽定期公演※ 21 日も有

一般 750、被爆者 250（入館料） ☎ 082（228）7311

大人：6,000、中高生：3,500、
☎ 082（278）5000
小学生：2,500（飲食込 / 要予約）
マスタッシュ ダンス
JMS アステールプラザ多目的スタジオ 500
☎
／藤山 090（9416）5010

① 14:00 ② 19:00 JMS アステールプラザ大ホール

4,300、他

☎ ＭＩＮ - ＯＮ 082（567）0585

18:30

JMS アステールプラザ多目的スタジオ

4,500（5,000）、
中高生以下 2,000

☎ カンフェティ 0120（240）540

19:00

県民文化センターホール

1,000

☎ 082（245）2311

オリジナル ミュージカル
「流星の音色」
（出演：京本大我、他）
8日
（木）
17:00
広島文化学園 HBG ホール
S 席 14,000、A 席 9,500
※ 9 日① 12:00 ② 17:00 も有
ディズニー・オン・アイス※ 10 日、11 日① 10:00 ② 14:00
プレミアム席 10,000、
9日
（金）
① 14:30 ② 18:30 グリーンアリーナ
③ 18:00 も有
S 席 7,500、他
広島よしもとブチ LIVE（出演：フロントライン、メンバー、他）
19:00
Cafe&Bar ＆ goodmusic Yise
1,000（1,200）
※ 18 日 14:00 も有
JMS アステールプラザ多目的スタジオ、
10 日
（土）コスモス・ダンス※ 11 日、19 日、23 日、24 日、25 日も有 13:00
500
オーケストラ等練習場
11 日
（日）よしもと LIVE 紙屋町劇場
（出演：コウテイ、エルフ、他）

☎（株）清水芸能企画 082（292）0080
☎ 事務局 082（263）5599
☎ FANY チケット 0570（550）100
☎

コスモス・ダンス
／八木 090（3744）7531

① 12:00 ② 14:30 エディオン紙屋町ホール

大人 3,000（3,500）、他

☎ 082（249）6223

13:00

湯来ロッジ 2 階ホール

12 歳以上 1,000、
4 歳以上 12 歳未満 250

☎ 0829（85）0111

15:30

JMS アステールプラザ大ホール

S 席 7,000、A 席 5,500、他

☎

13 日
（火）ミュージカル『DOROTHY ～オズの魔法使い～』

18:30

広島文化学園 HBG ホール

S 席 10,000、A 席 8,000、他

☎ キャンディー 082（249）8334

17 日
（土）話芸に親しむ 話・和・輪・ワー パート 131

14:00

南区民文化センタースタジオ

700（1,000）

☎ 082（251）4120

安佐北区民文化センターホール

1,000、中学生以下無料
※先着 350 人

☎ 082（814）0370

500（800）

☎ 082（264）5551

実演！広島市内神楽団

※ 25 日も有

牧阿佐美バレヱ団
「ドン・キホーテ
（全幕）
」

18 日
（日）令和 4 年度第 4 回あさきた神楽公演
（出演：あさひが丘神楽団）12:30
19日（月・祝） 朗読会
「さがしています」
今、私たちは何を…

① 10:30 ② 14:00 東区民文化センタースタジオ 1

マエダハウジング安佐南区民文化セ
あさみなみダンスパフォーマンス
13:30
無料
ンターホール
① 13:00 ② 15:00 マエダハウジング安佐南区民文化セ
23日（金・祝） 絵本×演劇×プロジェクションマッピング『ひばくポンプ』※詳細→ P4
無料（要予約）
③ 19:00
ンター大広間
コジマホールディングス西区民文化セ
SOUL DANCE FIRES“2022”ラストステージやっちゃいますよ‼ 14:00
無料
ンタースタジオ
25 日
（日）夢ふうせん～第 16 回夢ふうせん定期公演～

12:00

2022 中田千湖バレエシアター Short Stories Ⅺ※詳細→ P2 15:30
28 日
（水）

文楽座命名 150 年 人形浄瑠璃 文楽 地方公演
※詳細→ P4

牧阿佐美バレヱ団公演事務局
03（3360）8251

☎ 082（879）3060
☎ 082（879）3060
☎ 森本 090（5699）7416

天然温泉・クアハウス 神田山荘

一般 750、被爆者 250（入館料） ☎ 082（228）7311

JMS アステールプラザ中ホール

指定席 3,600、自由席 3,200

☎

1 階席 5,000、2 階席 3,000

☎ 082（244）8000

場

金※(

① 14:00 ② 18:00 JMS アステールプラザ中ホール

中田千湖バレエシアター
082（874）2124

映 像
日

催

し

物

時

間

所

料

)内は当日

連絡先

ビークルシアター（ビデオ上映会）
「青い自動車」
（ディズニー
3日
（土）
① 11:30 ② 13:30 ③ 14:30
ショートストーリー）
（対象：幼児～小学生）
※ 4 日も有

ヌマジ交通ミュージアム

無料（当日受付）

4日
（日）日本映画『時の行路』※詳細→ P15

東区民文化センター・スタジオ２

製作協力券 1,000（1,500）

☎実行委員会 090（7540）4596

① 10:00 ② 19:00

Social Book Cafe ハチドリ舎

1,500+1ドリンク

① 14:30 ② 17:30

コジマホールディングス西区民文化 大人（高校生以上）2,000、中学生 1,200、他
センタースタジオ

☎フィットサービス 082（532）0020

10:00

Social Book Cafe ハチドリ舎

1,500+1ドリンク

13:00

広島県立美術館地下講堂

1,500（2,000）、小人 800（1,000）

☎ガイアネットワーク / 中本 090（4693）2547

9:50

19日（月・祝）映画上映
「デイヴィッドとギリアン 響きあうふたり」
映画『電車を止めるな！～のろいの 6.4km ～』
※ 23 日 10:30、25 日 10:30、30 日 18:30 も有
武力でなく外交で紛争を解決した事例から学ぶ
23日（金・祝）
映画
「コスタリカの奇跡」～積極的平和国家のつくり方～
24 日
（土）龍村仁監督作品
「地球交響曲
（ガイアシンフォニー）
第八番」

☎ 082（878）6211

☎ 082（576）4368

☎ 082（576）4368

おとうふとコーヒーは認知症に効くって本当…？

『おとうふコーヒー』10 月例会
【劇団銅鑼公演】
■作 = 詩森ろば
■演出 = 青木豪
■出演 = 谷田川さほ、栗木純、植木圭、竹内奈緒子 ほか
10月

5日（水）

会場

7日
（金）

13：00

昼
夜

6日
（木）

18：30
安佐南区民文化センター

どうしても３人が集まらない時は、事務局にご相談下さい。

8日
（土）
14：00

18：30
JMSアステールプラザ 大ホール

広島市民劇場
安佐南市民劇場
☎082（218）3219 ☎082（877）4423
広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750

8

2022.9
場所／連絡先

日

映像文化ライブラリー
☎082
（223）
3525

内

1日
（木）
2日
（金）
3日
（土）
4日
（日）
7日
（水）
8日
（木）
9日
（金）
10日
（土）
28日
（水）
29日
（木）
30日
（金）
11日
（日）
14日
（水）
15日
（木）
16日
（金）
17日
（土）
18日
（日）

19日
（月・祝）
21日
（水）
22日
（木）
23日
（金・祝）
24日
（土）
25日
（日）

所

日

八丁座 壱・弐
☎082（546）1158

サロンシネマ1・2
☎082（962）7772

109シネマズ広島
（アルパーク北棟）

☎082（501）3103

主に9月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

イオンシネマ広島
☎082（261）1310
主に9月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

横川シネマ
☎082（231）1001

TOHO
シネマズ緑井
☎050（6868）5030

主に9月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

広島バルト11
☎082（561）0600

主に9月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

イオンシネマ
広島西風新都
☎082（941）7070

主に9月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

1

2

3

容

「新雪」
（出演：水島道太郎、月丘夢路、美鳩まり、他）
「長崎の鐘」
（出演：若原雅夫、月丘夢路、津島恵子、他）
「乳房よ永遠なれ」
（出演：月丘夢路、葉山良二、森 雅之、他）
「銀座二十四帖」
（出演：月丘夢路、三橋達也、河津清三郎、他）
「火の鳥」
（出演：月丘夢路、三橋達也、仲代達矢、他）
生誕100年
「街燈」
（出演：月丘夢路、南田洋子、葉山良二、他）
月丘夢路特集
「白夜の妖女」
（出演：月丘夢路、葉山良二、浜村 純、他）
「美徳のよろめき」
（出演：月丘夢路、三國連太郎、葉山良二、他）
「夜の牙」
（出演：石原裕次郎、月丘夢路、浅丘ルリ子、他）
「名づけてサクラ」
（出演：月丘夢路、福田みどり、中原早苗、他）
「一本刀土俵入」
（出演：長谷川一夫、菅原謙二、月丘夢路、他）
ファミリーシアター 「ブレッドウィナー」
（監督：ノラ・トゥーミー）
「ノカス」
（監督：マヌエル・アルベルト・マイア）
（監督：ハイルン・ニッサ）
インドネシア映 「カット」
画特集
「虹の兵士たち」
（監督：リリ・リザ）
※詳細→P4
「夢追いかけて」
（監督：リリ・リザ）
「ジャングル・スクール」
（監督：リリ・リザ）
「忠次旅日記」
（1927年 無声映画 監督：伊藤大輔）
活弁シアター
活動弁士：澤登 翠 演奏：カラード・モノトーン・デュオ ※要申込
「日本の美術工芸 その手わざと美」
、他 計3作品
文化映画鑑賞会
「美しさの秘密 美を感じる心」
、他 計2作品
ジョージア映画祭2022 ①
「祈り」 ②
「希望の樹」
（監督：テンギズ・アブラゼ）
コーカサスの風
「懺悔」 ②
「祈り」
（監督：テンギズ・アブラゼ）
テンギズ・アブラゼ監督 ①
①
「希望の樹」 ②
「懺悔」
（監督：テンギズ・アブラゼ）
「祈り 三部作」

4

5

6

7

8

開

始

時

間

①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00 ③18：00
①10：30 ②14：00
②14：00 ②18：00
②14：00 ②18：00
②14：00 ②18：00
②14：00 ②18：00
①10：30 ②14：00
①10：30 ②14：00
②14：00 ②18：00
②14：00 ②18：00
①10：30 ②14：00
①10：30 ②15：00
①10：30 ②14：00

料

金

大人510、シニア・高校生250、
小中学生無料
3、4、7、10日は大人380、シニア・
高校生180、小中学生無料
(土曜日高校生無料)

大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
大人380、シニア・高校生180、
小中学生無料
（土曜日高校生無料）
大人510、シニア・高校生250、
小中学生無料
大人380、シニア・高校生180、
小中学生無料
大人380、シニア・高校生180、
小中学生無料（土曜日高校生無料）

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月・祝）
（火）
（水）
（木）
（金・祝）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
←1日まで●こちらあみ子 ●ファイナル アカウント 第三帝国最後の証言 ●生誕90周年上映 フランソワ・トリュフォーの冒険 ●君を想い、バスに乗る ●ハケンアニメ！
●ストーリー・オブ・マイ・ワイフ
●ロッキーVSドラゴ ROCKY IV
（PG12）
●チャーリー・イズ・マイ・ダーリン
●ウクライナから平和を叫ぶ Peace to You All ●新章パリ・オペラ座 特別なシーズンの始まり
●母へ捧げる僕たちのアリア（PG12）
●アプローズ アプローズ！囚人たちの大舞台（PG12）
●ワン・セカンド 永遠の24フレーム
●百花
●クレッシェンド 音楽の架け橋
30日～●プリンセス・ダイアナ
●エルヴィス
●ロックン・ロール・サーカス ●ジャ
●ダウントン・アビー/新たなる時代へ→
●魂のまなざし ●ブライアン・ウィルソン 約束の旅路
バーウォッキー ●私はヴァレンティナ
●1640日の家族
●キングメーカー 大統領を作った男
←1日まで●イントロダクション ●あなたの顔の前に ●ぼくの歌が聴こえたら ●わたしは最悪。
（R15＋） ●ボイリング・ポイント 沸騰
（PG12）
●さかなのこ
●わたし達はおとな
（PG12）
●さよなら、ベルリン またはファビアンの選択に ●沈黙のパレード
ついて（PG12） ●ストーリー・オブ・フィルム ●アンラッキー・セックスまたはイカれ
●アウシュヴィッツのチャンピオン
30日～●ニューオーダー
（PG12）
→
（R15+） たポルノ 監督〈自己検閲〉版
●アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド（PG12） 111の映画旅行 ●ビリーバーズ
（R15＋）
●義足のボクサー GENSAN PUNCH ●Worth
●なまず ●プアン 友だちと呼ばせて
（PG12）
●ブレット・トレイン(R15+) ●さかなのこ
●グリーンバレット
（R15＋）
●HiGH＆LOW THE WORST X
（PG12） ●百花
●ヘルドッグス(PG12) ●沈黙のパレード ●川っぺりムコリッタ
加山雄三 映画
「若大将シリーズ」
復活上映
●エレキ
の若大将

●大学の若大将 ●ハワイの若
大将
（日替わり上映）

●ブレット・トレイン(R15+)
●グリーンバレット
（R15＋）
＜ライブ・ビューイング＞
19日のみ●FREDERHYTHM THE
MOVIE～ミュージックジャンキーLive
at 国立代々木競技場第一体育館～

●HiGH＆LOW THE WORST X
（PG12）
●ヘルドッグス(PG12)
●ルパン三世 カリオストロの城

←1日まで●セルビアン・フィルム 4Kリマスター完全版
（R18+）
※2K上映
●リコリス・ピザ
（PG12） ●宇宙人の画家 ●ばちらぬん｜特集：国境の島にいきる
●東京オリンピック2017 都営霞ヶ丘アパート ●ヨナグニ 旅立ちの島｜特集：国境の島にいきる
●WANDA／ワンダ
●夜を走る※15日、16日休映
●ある惑星の散文
●発酵する民※15日休映
●特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～華ノ巻
●さかなのこ ●ブレット・トレイン(R15+)

●犬も食わねどチャーリーは笑う

＜ライブ・ビューイング＞
3日、4日●ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE
9日のみ●映画館に生中継！
「加山雄三ラストショー 永遠の若大将」
11日のみ●TVアニメ
『BLEACH 千年血戦篇』千人先行上映会
23日、24日●プロジェクトセカイ 2nd Anniversary 感謝祭

●百花

●ぜんぶ、
ボクのせい

30日～●“それ”がいる森
●アイ・アム まきもと→

●沈黙のパレード ●雨を告げる漂流団地
●映画デリシャスパーティ♡プリキュア 夢み
る お子さまランチ！
30日～●“それ”がいる森 ●アイ・アム まきもと→

●パイナップル・ツアーズ デジタルリマスター版
●見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリ
ントの世界 ●激怒
（R15＋）
●夫とちょっと離れて島暮らし

●山歌
（サンカ） ●劇場版 おうちで
キャノンボール2020
（R15+）

●グッバイ・クルエル・ワールド(R15+) ●HiGH＆LOW THE WORST X
（PG12） ●LOVE LIFE
●ヘルドッグス(PG12) ●沈黙のパレード
●映画『ならせ！PUI PUI モルカー ＋
DRIVING SCHOOL 予習編』
●犬も食わねどチャーリーは笑う

＜ライブ・ビューイング＞
4日のみ●宝塚歌劇 花組東京宝塚劇場公演『巡礼の年～リスト・フェレンツ、魂の彷徨～』、他
10日のみ●HYDE LIVE 2022 17日のみ●宝塚歌劇 星組全国ツアー『モンテクリスト伯』、他
24日のみ●プロジェクトセカイ 2nd Anniversary 感謝祭
26日のみ●宝塚歌劇 宙組宝塚大劇場公演『HiGH&LOW －THE PREQUEL－』、他

30日～●“それ”がいる森

●アイ・アム まきもと→

●さかなのこ ●ブレット・トレイン(R15+) ●この子は邪悪(PG12) ●スーパー戦闘 純烈ジャー 追い焚き☆御免 ●特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～華ノ巻
●劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ ●MIRRORLIAR FILMS Season4
●百花 ●夏へのトンネル、
さよならの出口 ●HiGH＆LOW THE WORST X
（PG12）
●グッバイ・クルエル・ワールド(R15+) ●ビースト
●劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ
●ヘルドッグス(PG12) ●沈黙のパレード ●川っぺりムコリッタ
●映画『ならせ！PUI PUI モルカー ＋ DRIVING
＜ライブ・ビューイング＞
SCHOOL 予習編』 ●犬も食わねどチャー
4日のみ●ミュージカル『刀剣乱舞』鶴丸国永 大倶利伽羅 双騎出陣 ～春風桃李巵～
リーは笑う ●映画デリシャスパーティ♡プ
４日、11日、17日●
「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪
リキュア
夢みる お子さまランチ！
マジLOVEスターリッシュツアーズ」
劇場舞台挨拶
７日のみ●TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN
30日～●“それ”がいる森 ●アイ・アム まきもと ●銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀 第一章→
30日～●劇場版 四畳半タイムマシンブルース ●マイ・ブロークン・マリコ ●その声のあなたへ
〈午前十時の映画祭12〉
〈午前十時の映画祭12〉
〈午前十時の映画祭12〉●レインマン
●ドライビング Miss デイジー
●家族の肖像
（PG12）
●さかなのこ ●ブレット・トレイン
（字幕・吹替）
(R15+)
●池波正太郎時代劇スペシャル 雨の首ふり坂 ●HiGH＆LOW THE WORST X
（PG12） ●グッバイ・クルエル・ワールド(R15+) ●ビースト
●闇の狩人 前篇
●闇の狩人 後篇
●闇の歯車
＜ライブ・ビューイング＞
●ヘルドッグス(PG12) ●雨を告げる漂流団地 ●沈黙のパレード
4日のみ●ミュージカル『刀剣乱舞』
●ザ・ディープ・ハウス
鶴丸国永 大倶利伽羅 双騎
●ルパン三世 カリオストロの城
●渇きと偽り ●スーパー30 アーナンド先生の教室
出陣～春風桃李巵～
30日～●“それ”がいる森 ●アイ・アム まきもと ●小さな橋で→
9

9月
美 術 展 示
2

※現代美術館は令和 5 年 3 月リニューアルオープン予定。※旧日本銀行広島支店は令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月末（予定）の間、工事のため休館。

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月・祝）
（火）
（水）
（木）
（金・祝）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
所
〜12月
紙屋町シャレオ 南通り
紙屋町シャレオ×広島県の美術館 シャッターアート・ミュージアム～朝と夜、
シャレオが美術館に～ 20:00～翌10:00
日

1

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。

3

4

5

6

7

8

問 現代美術館☎082（264）1121

〜4日

16日

広島県立美術館
☎082
（221）
6246
※休館日＝月休

8月30日

〜4日

第88回 東光展
（有料）

〜10月30日

企画展 皇室の美と広島－宮内庁三の丸尚蔵館の名品から－
※17日13：30～講演会、23日、30日11：00～ギャラリートーク有（要申込）※詳細→P3
〜10月23日
夏の所蔵作品展 サマーミュージアム 広島県立美術館のふしぎな学校
※10日14:00～対話型鑑賞有
（要申込）

特別展 安野光雅美術館コレクション
安野先生のふしぎな学校
6日

〜11日

13日

〜18日

20日

〜25日

27日

〜10月2日

広島筆文化研究会主催 第5回書画公募展 第39回 産経国
透明水彩画展～翔～/
第32回 アートグループ「滴」展※関連→P14/
第68回 広島職場美術展 ※詳細→P15 / /第41回 互の会日本画展/比治山大学短 際書展瀬戸内展
第50回記念 広島彫刻会展※詳細→P2/
第34回 クロッキー同好会人物素描展
期大学部 美術専攻科作品展
第57回 グループいしがき展

〜12月中旬

どこかで？ゲンビ フェルナンド・ボテロ《小さな鳥》(1階ロビー) 問現代美術館 082
（264）
1121
23日

ひ ろし ま 美 術 館

企画展 ヨシタケシンスケ展かもしれない

☎082
（223）
2530

美

術

館

※月
（19を除く）
休

JMS アステールプラザ

11日

3日

〜7日

第4回華嶂会水墨展

広島県民文化センター
☎082
（245）
2311

合人社ウェンディひと・まちプラザ
☎082
（545）
3911

〜14日

広島税関展

☎082
（244）
8000

☎082（251）4120 ※月（19を除く）休

〜30日

コレクション展
「泉美術館コレクション －山西義政生誕100年を記念して－」

☎082
（276）
2600

南区民文化センター

通年

所蔵作品展 フランス近代絵画/日本近代絵画※10日11:00～ミュージアム・トーク有

※月
（19、26を除く）
、20休

泉

〜11月20日

〜4日

10日

6日

おばあちゃんの写真展

15日

彩友会
10日

※毎月第3月曜日休

令和四年度

〜19日 20日

〜24日

27日

第41回錦雅水墨会展 第31回彩紅会日本画展

ひろしまで農業をしよう！
～就農応援フェア～

17日

〜19日

21日

〜23日 24日

〜26日

第17回翔風会書展 第25回押花愛好者展示会 第1回紫彩会書展
〜18日 19日

油絵展

広島市高齢者作品展

〜17日

22日

達人たちの夢2022

〜30日

「夏休み！キミもまんが家！まんが講座」
作品展
新任教員展

広島サンプラザ

1日

NHK ギャラリー

8月30日

近藤 ハル子

☎082
（278）
5000

〜4日

自由に描く
絵画教室展

☎082（504）5112 ※月休

6日

〜11日

第７２回
“社会を明るくする運動”作品展

2日

茶房金木犀 2Fギャラリー
1日

13日

〜18日

ヱビデンギャラリー
1日

ぎ ゃらりぃ SARA

1日

〜6日 7日

地元作家秀作展Ⅱ

7日

ギャラリーブラック

連日夜間はショーウィンドウ型ギャ
ラリー[SWITCH]で作品展示有

ギャラリーたむら

※会期中
無休

☎082（241）7739 ※月火休

〜11日

3日

7日

北翔会

炭焼きイタリアン il SPAZIO

小品展

☎090
（3744）
8024

〜30日

〜13日 14日

〜20日 21日

第50回 月陽会
17日

20日

13日

※貸し切り日…2日、30日

〜18日

1日

10

〜27日 28日

〜10月4日

〜25日

展

〜25日
〜25日

油絵作品展ー色彩の共鳴part2ー

20日

〜25日

〜30日

ささき ともえ パステル画展
21日

※1～20休

〜30日

加登 真希
11日

大庭孝文 展

作品展 ～Small Power Time～

〜18日

21日

〜25日

夜の帳がおりたなら
（イラストレーター3人展）

☎082
（249）
8190

☎082
（225）
2111

〜10月2日

HAP-lab

まるたにせいじ 手紙家くま 二人展 「結〜Yui〜」 草津絵画研究会 作品展

☎082
（532）
3160

そごう広島店

27日

Passive View
アトリエ夏目
髙田 トシアキ写真展※詳細→P15 仲間たち展

扇田 克也

木村兄弟雑貨店

☎082
（877）
9500

水彩画展

【SPACE B】伊藤遥

ラピスギャラリー

フジグラン緑井
ギャラリーパッセージ

〜25日

20日

※日休

ギャラリーカフェ アム

〜30日

地元作家秀作展Ⅱ

20日

※展示のない日＝休

☎082（224）3820

〜30日

【SPACE A】田中佐知男絵画展～光の行方2～Sachio Tanaka search for the light 2

☎082
（247）
1010

☎082（533）8021 ※日月休

〜20日 21日

我が師
「岡部徳三
（シルクスクリーン版画刷り師）
17回忌展」
＋ア〜ト&パフォーマンス＊デュオ
“bURG&U-BIN”
デビュー・展

〜11日

浅井 純介展

ギ ャラリ ー７１８
ギャラリーカフェ月～yue～

〜30日

〜25日

KANE NICHOLAS(ケインニコラス)FOUR WAYS

加村 隆幸 展『驢馬と井戸
と水の入った紙コップ』

※月休

〜30日

〜10月2日

『秋の舞』

g a l l e r y Ｇ
☎082
（211）
3322

27日

大庭孝文

第３回広島県山岳・スポー
ツクライミング連盟写真展

くりもと かづこ 作品展

平野 薫「傘」

☎082（228）0256 ※日月休
☎082（211）3260

〜25日

トール＆デコラティブ
ペインティング作品展

〜15日 16日

広島市現代美術館

問 現代美術館☎082（264）1121
※無休

20日

ボタニカルアート作品展

三浦 寿秀 作品展

※火休

トミタ画廊ANNEX

絵画展

"昭和のぬくもり展"木村 茂〜農村・農家のくらしをカラクリ人形で再現〜

☎090（4694）7818 ※日、月、火休

☎082（221）2305

〜10月18日

30日～

☎082
（830）
1821

カモメのばぁばぁ

〜10月2日

水墨画展

広島市立大学芸術資料館

☎082（232）5074

〜10月1日

2022年61人の水彩展

西村正美

能面・油絵展

2日

加来 万周
日本画展

〜7日

9日

〜21日

広島市心身障害者福祉センター 第33回書道・写真コンテスト入賞作品展
〜15日 16日

安佐動物公園写生大会作品展
〜5日 6日

〜12日 13日

小木曽誠展

13日

宮川香雲展
金谷五郎三郎展

23日

平尾書道塾作品展
〜28日

年金者組合安佐南区支部作品展
〜19日 20日
〜19日

〜10月5日

〜26日 27日

Future of Sculpture Demain展

〜10月3日

彩刻磁
石橋 裕史 展

2022.9
日

所

1

1日

福屋八丁堀本店
☎082
（246）
6111

福屋広島駅前店

2

3

4

5

広島城

8

中島 健太展
―美意識の拡張―

〜14日 15日

〜21日 22日

1日

〜7日 8日

第21回 奄美の叙情
越間 巽 染織展

〜14日 15日

〜21日 22日

1日

〜7日 8日

第9回 出嶋 正樹
作陶展

〜14日 15日

小暮 紀一・林 裕子
コアガラス・とんぼ玉装身具展
～時の音色・森の旅人～
ゆのん 風のおるごーる展

1日

大人370、シニア・高校生180（入館料）

郷 土 資 料 館
☎082
（253）
6771

大人100、シニア・高校生50（入館料）

5-Days こども文化科学館
☎082
（222）
5346

襲名20周年記念
十四代 中里 太郎右衛門展

6日

企画展
「発掘
※休館日＝
月（19を除
く）、20休

近代洋秀作展

〜21日 22日

西洋アンティーク展

〜21日 22日

未定

〜11日

13日

〜18日

20日

アール・ヌーヴォーガラス展

古畑 雅規
BOXクレイアート展

小玉茂右衛門 墨画の
世界 古希記念墨画展

13日

〜18日

生田 宏司 メゾチントの世界

古家野 雄紀

正守 千絵
「色絵いとをかし器」

3日

〜28日 29日 〜10月5日

石上 誠

油絵展

20日

「明日の楽園」
石上 洋

〜25日

公

〜25日

映像展

〜24日

※休館日＝月
（19を除く）
、
6～8、20休

高橋徹

3日

※休館日＝月
（19を除
く）
、20、21、27休

知恵と体力でなぞを解け」

〜25日

薬用植物展
6日

〜11日

23日

植物友の会植物同好会ロビー展示

森林公園こんちゅう館

10日

☎082
（899）
8964

国立広島原爆死没者追悼
平 和 祈 念 館

☎082
（222）
5542

震えるまなざし-撮影者たちが残したことば-

17日

※休館日＝月(19を除く)、20、27、30休
1日

ひろしま遊学の森

頼山陽史跡資料館
☎082
（298）
5051

一般 200、大学生 150（常設観覧料）

広島県立文書館
☎082
（245）
8444

広島県立図書館
☎082
（241）
4971

〜25日

「認知症の方の内面世界を知る」

どうぶつ大しゅうごう

☎082
（221）
6755

☎082
（899）
2811

〜25日

令和4年度 被爆体験継承事業 企画展
「音楽から伝えるヒロシマ」

中 央 図 書 館

緑化センター

〜12月25日

〜12月29日

企画展

☎082
（543）
6271

5-Days こども図書館

※休園日＝金
（23を除く）
休

特別企画展
「コケの不思議展」

企画展
「秋の鳴く虫」

※休園日＝水休

大人 510、シニア・高校生 170（入館料）

〜11月6日

〜19日

私の好きな花たちの写真展

大人 510、シニア・高校生 170（入園料）

〜10月2日

橋本 勇夫
癒しのオルゴール展

〜11月27日

第61回地図ならびに地理作品展

企画展
「からだ大冒険

園

27日

〜11月6日

10日

大人370、シニア・高校生180（入館料）

物

秋のお茶
道具展

爽秋をまとう
JEWELRY EXOTICA展～大人
フェルト＆ジュエリー展 の女性を輝かせるために～

企画展 「『ごんぎつね』が語る昔のくらし｣※詳細→P5

／同時開催 スポット展示

☎082
（922）
3600

〜28日 29日 〜10月5日

企画展
「写された広島城」

☎082
（246）
9100

植

西本 直文
作陶展
-創生-

〜28日

〜4日
ヌマジ交通ミュージアム 令和4年度 夏季企画展
「ル・マンを駆けた737C・787B」
☎082
（878）
6211

健 康 科 学 館

〜28日 29日 〜10月5日

10日

広島の城」

※休館日＝月
（19を
除く）
、6～9、20休

大人510、シニア・高校生250（観覧料）

作品展

第7回 河野 富夫・太志・
歩美 父子展 木刻・漆・籠

〜14日 15日

猫のダヤン 池田 あきこ版画展

〜4日

☎082
（221）
7512

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

〜7日 8日

〜4日

☎082
（242）
3111

7

～藤原家三代の系譜～
備前 藤原 和 陶展

☎082
（568）
3111

広島三越

6

（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月・祝）
（火）
（水）
（木）
（金・祝）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

〜19日

「ウクライナ絵画展」
 ～平和への思い～
13日

※休館日＝月休
〜4日

※休館日＝月(19を除く)6～11、20、27、30休

※休館日＝月

企画展
「現代刀の （19を除く）、
5～7、20休
愉しみ」
収蔵文書の紹介展
「写真展

8日

〜10月23日

つづらふじカゴ作品展

〜10月16日

特集展
「頼家ゆかりの絵図」
※17日13：30～展示解説会有

芸備線―備北の駅と路線風景―」

〜11月29日
〜29日

〜17日

※休館日＝日、祝、土曜午後休
〜開催中

資料展示
「読みつがれた絵本」
「
/ ジェンダー平等」
「
/ 新しい絵本～令和３年に出版された絵本から～」
〜25日

資料展示「新聞の書評で紹介された本（令和４年１月～２月到着分/3月～5月15日到着分）」
「
/ 成年年齢引き下げと若者トラブル」
〜4日

←資料展示
「図書館資料選定委員のおすすめ本」

広島市公文書館

※休館日＝土、日、祝休

絵はがきからたどる広島あの頃―市街南部―

☎082
（243）
2583

※休館日＝月、23休
〜30日

〜4日

NTT クレドホール アニメージュとジブリ展（有料）
問 広島テレビ☎082（567）2500
マリホ水族館 別館
☎082
（942）
0001

広島パルコ

☎082
（542）
2111

マリホ水族館

5周年特別企画展
「世にも奇妙な生き物たち」
（有料）
22日

〜11月23日

〜10月10日

けものフレンズ 吉崎観音コンセプトデザイン展
（有料）

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
11

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
日

催

し

物

時

間

場

所

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

2022.9
日

催

し

物

時

間

場

所

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
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もぐりんが行く !
第42回

文化財めぐり

西区（己斐橋西詰周辺）

もぐりん

今回もぐりんが行くのは西区己斐橋西詰周辺です。己斐橋が架かる太田川放水路の
岸辺には、どのような文化財があるのでしょうか。

希少植物の群生地＜太田川放水路 己斐橋西詰周辺＞
山陽本線西広島駅南口から広電の電車道にそって東へ進むと、すぐに太田川放水路に
架かる新己斐橋が目に入ります。橋は渡らず、橋のたもとから太田川放水路の土手を降り
てみましょう。河川敷を北に向かって少し歩き、己斐橋をくぐると、水辺に植物の群生が
現れます。
一見ヨシばかりのように見えますが、水際に近寄ってよく探すと、馴染みのない植物が
見つかります。それが、今回紹介する希少植物です。
吹き抜ける風に潮の香が混じることからも分かるように、これらは、潮の満ち引きの影
響を受け日々塩分混じりの水に洗われる環境に育つため、塩生植物と呼ばれています。河
川の整備が進む前は太田川河口域でたくさん見られたということですが、今では絶滅の
おそれがある種としてレッドデータブック※ で紹介されてい
る希少植物です。
広島市民にとって身近な太田川の河川敷が、希少植物の群
生地であるということはあまり知られていません。今回写真
で紹介したフクドとハマサジはどちらも秋に花を咲かせま
す。現地で観察してみてはいかがでしょうか。
満潮時には水に浸かっていて見ることができません。安全
確保のためにも事前に潮位表等を調べ、干潮時を狙って現地
へどうぞ。また、干潮時でも足元がぬかるんでいることが多い
▲フクド キク科の多年草
ので、長靴等の持参をおすすめします。

▲己斐橋付近の水辺に希少植物の群生を見ることができる

※『広島県の絶滅のおそれのある野生生物（第 4 版）レッドデータブックひろしま 2021』
広島県

グループ紹介

なかまたち

アートクラブ美鈴

=美術=

▲ハマサジ

イソマツ科の越年草

次回（12月号）の文化財めぐりは「安佐南区」です。

メンバー
募集中

美鈴が丘公民館（佐伯区）を拠点に創作活動をしている絵画サークルです。メンバーは約 20 名、絵
画を始めたばかりの初心者から 30 年以上絵筆を持ち続けてきた人などキャリアはさまざまです。
月に 2 回集まり、講師の迫田嘉弘さん（光風会評議員）指導のもと、水彩、油彩、パステルと思い思
いの筆を手に励ましあいながら仲良く創作しています。毎年、有志による展覧会、アートグループ
『滴』展を県民ギャラリーで開催。近年は新型コロナの感染状況を受け中止することもありました
が、創作熱が冷めることはありません。キャンバスに向きあう時間は、日々の暮らしの中でいい緊
張感、張り合いを生んでいるそうです。 【第32回アートグループ『滴』展】9月6日（火）～ 11日（日）
／広島県立美術館県民ギャラリー／無料 ※新型コロナの感染状況を受け中止する場合もあります。
◆活動日／毎月第２・4 金曜 9：30 ～ 12：30

◆問／アートクラブ美鈴（砂原） TEL.082-928-9158 または 090-6404-6605

市内を拠点に活動するサークルの情報発信、
検索に広島市のポータルサイト
［ひろしま情報ａ-ネット］
をご活用ください。

検索 ひろしま情報ａ-ネット

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
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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、席数制限など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。

●日本映画『時の行路』

▲

『ハチ公物語』などで知られる日本映画界の重鎮、神
山征二郎の第 30 回監督作品。大手自動車メーカー
の突然の「派遣切り」で解雇。仲間と家族の愛に支え
られて立ち向かった男たちの汗と涙と希望の物語。
長引くコロナ、物価高。ますます広がる貧困格差。今
こそ多くの方にご覧いただきたい映画です。
時／ 9 月 4 日（日）9：50 ～ 会／東区民文化センター スタジオ 2
料／製作協力券お持ちの方は 1,000 円（当日 1,500 円）
問／実行委員会 TEL.090-7540-4596

●第 4 回グレイス弦楽四重奏団

▲

広島交響楽団の若手メンバーによる弦楽四重奏団。結成5
周年を迎え、初めて東区民文化センターでの開催です ( 名
古屋公演もあり 10/5)。2017 年、宗次ホール弦楽四重
奏コンクールで賞を取ったハイドンを中心に、メンデル
スゾーン、ポーランドの女性作曲家バツェヴィチの作品
を演奏します。
曲目：弦楽四重奏のための 4 つの小品 Op.81（メンデ
ルスゾーン）、弦楽四重奏曲 Op.76-1（ハイドン）、他
時／ 9 月 7 日（水）18：30 ～ 会／東区民文化センター スタジオ 1
料／一般 3,000 円、学生 1,500 円
問／グレイス弦楽四重奏団 TEL.080-1634-0007
gracequartet2017@gmail.com

●第 68 回（令和 4 年度）広島職場美術展

▲

職美展は今回で 68 回を迎えます。各職場、一般公
募、グループ、公民館教室、個人による作品 235 点
を出展。新型コロナなど活動が制限される中で制作
された多種多様な力作をご鑑賞ください。
時／ 9 月 13 日（火）～ 18 日（日）
9：00 ～ 17：00
会／広島県立美術館 県民ギャラリー
料／入場無料 問／藤井 TEL.082-842-0974

● Passive View

髙田トシアキ写真展

久しぶりにマツダスタジアムでカープの試合を観戦しました！ 以前は感
染症対策で観客数の上限が決められていましたが、今回はほぼ満席。声を
出して応援することは禁止されていますが、球場に集まったカープファン
の熱気と興奮のボルテージは以前にも増して熱く感じました。

（中区 長尾薫さん）
☆だんだん球場の雰囲気がコロナ前に戻ってきましたね！ 秋山翔吾選手
が加わってチームも勢いづいている気がします。これからも感染症対策
をしながら楽しく応援しましょうね！（編）

■お便り大募集

イベントや「to you」の感想、身近な出来事などを200

字程度にして表紙右上の宛先に「to you Mail Box」係と書き添えて郵送・FAX・E
（プレゼント名を明記）
メールでお送りください。抽選で以下をプレゼントします。
「CARPJAZZ 2」2 枚セット（3 名
【プレゼント】❶ CD「CARPJAZZ」
様）※詳細→ P2 ❷
「皇室の美と広島」鑑賞券（5 組 10 名様）※詳細→ P3
❸「人形浄瑠璃文楽 地方公演」鑑賞券（4組8名様/希望の部[時間]を明記）
※詳細→ P4 ◆締切／ 9 月 10 日（土）※当日消印有効

文芸

ほ
っ
と

市民文芸作品集
「文芸ひろしま」より

眠りたる

吾子を抱へてふるさとの

熊谷 純

号一般の部・短歌部門）

32

段差を靴の底に確かむ

（第

32

32

カマキリの

「イベント告知」
「メンバー募集」など、市内で活動している文化団体・サークル・
個人の方などのスペースです。掲載希望の方は掲載文（タイトル・紹介文・時・会・
料・問で 200 字程度）
、写真やイラスト等とともに、掲載希望月の前々月 20 日ま
でにお送りください。
to-you@cf.city.hiroshima.jp
TEL.082-244-0750

検索（編）

日本野鳥の会

●熱気と興奮のマツダスタジアム

あらつ けいご

投稿募集

Web

じまんのカマを

TEL.082-243-8686

詳しくは

といでまつ

■ひとこと告知板

検索

高田トシアキ

●何という鳥の鳴き声？

「ひろしま鳥みっけ」のコーナー、楽しく読みました。つい先日まで数週間
に渡って、自宅の前の電線に毎日やってくる鳥がいて今まであまり聞いた
ことのない「キュキュピ、キュキュピ、キュキュピ、グググググ」と繰り返し
て鳴いていたのですが、ピタッと来なくなりました。結局何と言う鳥なの
かわからずじまいでしたが、記事を読みきっと日本に渡って来た夏鳥だっ
たのかなと思っています。

（豊田郡大崎上島町 キョドンさん）
☆どんな鳥なのか気になりますね。日本野鳥の会では鳴き声を紹介した小
冊子「鳴き声ノート」を無料配布していて、冊子に掲載している野鳥の鳴
き声を YouTube で聴くこともできるようです。

号ジュニアの部・小学生低学年・俳句部門）

Web

は すい

（第

詳しくは

会／ギャラリー・ブラック
料／入場無料 問／髙田トシアキ

ひろしま美術館で「THE 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦」を企画されて
ますよね。その中でも、叙情豊かな川瀬巴水による作品が好みです。楽しみ
にしています。アップルの創業者のスティーブ・ジョブズも好んでコレク
ションしていたそうですね。
（呉市 YUKO さん）
☆北斎などが活躍した江戸時代の版画から進化を遂げた作品群は大正時
代の流行を感じられそうですね。川瀬巴水の作品を観られるのも珍しい
ので、じっくり鑑賞して楽しんできてくださいね。
（開催は 8 月 28 日ま
で）
（編）

「文芸ひろしま」第 号は
広島市内の主要書店等で販売中

▲

Passive View －飛び込んで来る光景－
“純粋視覚”のアンテナを持って歩いていると、
“光
景”は突如として飛び込んで来る。
銀塩プリントによるモノクロ写真を約 60 点展示。
時／ 9 月 21 日（水）～ 9 月 27 日（火）
10：30 ～ 18：00
（21 日＝ 11：00 から／ 27 日＝ 16：30 まで）
ギャラリートーク 9 月24日
（土）
18：00 ～、25日
（日）
14：00 ～

●企画展「THE 新版画」

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
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