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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
（9 月12 日現在）
へお問い合わせください。

まず物語があり、
それを語りで表現し、
琵琶の音は語りに寄り添う。
『薩摩琵琶で楽しむ古典文学の世界』
で講師
を務める辻山錦篁さん。
学生時代にさかの
ぼる薩摩琵琶との出会い、
古典文学を演じ
る上での薩摩琵琶の表現の妙を伺いました。

■琵琶との出会い
私は東京で大学時代を過ごしたのですが、人
前で広島弁が出ることが気恥しく無口になり
がちでした。思う存分大きな声を出したい ! と、
詩吟クラブに入部しました。人生とは思いもか
けないもので、詩吟の夏合宿に参加した夜、合
宿応援に来られた OB が詩吟入りの琵琶演奏
をされたのきっかけで、琵琶に興味を持ちまし
た。卒業後は広島に戻り社会人となりました
が、当時、琵琶を教えるところが広島にはなく、
関西か関東に行くしかありません。仕事が忙し
くもあり、詩吟だけを広島でずっと続けてきま
した。家族ができ、子供が大きくなり、少し自分
の時間を持てるようになった 40 歳の頃に念願
だった薩摩琵琶を習いに月に 1 度、関西へ通い
始めました。相変わらず仕事は多忙でしたが、
「今度はどんな曲を教えてもらえるかな」とワ
クワクしながら通ったことを覚えています。

辻山 錦篁さん（つじやま・きんこう） 薩摩琵琶
ようがくすい

広島錦篁会会主

きんしんりゅう

1952 年生まれ。兵庫県西宮市にて楊嶽水師に錦心流薩摩琵琶を学び、後に楊嶽水師の勧めで東
京・田中錦煌門下生となる。日本琵琶楽コンクール優勝、文部科学大臣賞受賞、日本放送協会会
長賞、辻靖剛賞、日本琵琶楽協会会長賞ほか受賞多数。ＮＨＫ『邦楽のひととき』出演のほか公
民館、小学校特別授業、民間団体、寺社からの演奏依頼、講演活動で活躍中。自宅（西区）にて「琵
琶教室」を開校し、薩摩琵琶の普及に努めている。

講座

薩摩琵琶で楽しむ古典文学の世界パート 6

『平家物語』
など古典文学の名シーンを、
薩摩琵琶の演奏と語りで楽しめる。
薩
摩琵琶の生音を直接聴ける貴重な機会です。
ぜひ会場で語りと琵琶の音が醸し
出す古典文学の世界を感じてください。
時／ 11 月 5 日（土）13：00 ～
会／南区民文化センター スタジオ
料／無料 ※要申し込み（定員 70 名）
問・申し込み／南区図書館窓口か、電話または FAX にて申し込み
（10 月 1 日（土）9：00 から受付開始）
南区図書館 TEL.082-251-1080 FAX.082-252-4120

■音で何をどう表現するか
琵琶の歴史は古く、奈良時代にはすでに宮中
の神事で使われ、鎌倉時代になると物語の語り
に合わせて演奏するスタイルが確立されまし
た。これはあくまで私の考えですが、古典文学
を表現するには、まず出来事があり、それを言
葉で伝える語りがあり、語りを支えるのが琵琶
の音色です。人はきれいな月を見て心に感じ入
るものがあると、その思いを詩に留めたくなる。
いい詩ができると、今度はそれをメロディーに
のせて謡ってみたくなる。私たちがやっている
ことは、本来そういうことなのではないでしょ
うか。基本の技術の大切さはもちろんですが、
琵琶を持つ以前に作品の場面、場面を具体的に
しっかりイメージできていることも大切。同じ
作品でも演じる年齢によって、思い浮かべる景
色が変わることもあるでしょう。朗読から丁寧
にしていくと、古典文学を表現する奥深さ、面
白さがわかります。

音楽

第 7 回コントラバスだらけの演奏会
ビートルズからクラシックまで！

コントラバス奏者の交流会をきっかけに結成した
「広島コントラバスの会」。11 人の同志が腕を磨き、
年に一度演奏会を開催している。今年はビートルズ
の名曲を特集し、モーツァルト、ワーグナーなどのク
ラシックやお馴染みのフォークソング、ポップス、懐
メロなどを多彩なプログラムで届ける。11 本のコ
ントラバスが並ぶ姿は圧巻！ サックスとの共演に
もご期待。

音楽

時／ 10 月 10 日（月・祝）18：30 〜
会／コジマホールディングス
西区民文化センター ホール
料／入場無料
問／山中 TEL.080-6315-1180
（（公財）広島市文化財団文化活動助成事業）
詳しくは

Web

検索

広島コントラバスの会

エリザベト音楽大学コンサートシリーズ

イラーチェク・フォン・アルニン , ヤン客員教授ピアノリサイタル
珠玉の名曲を楽しんで。

イ ラ ー チ ェ ク・ フ ォ ン・
アルニン , ヤン

音楽

今年度からエリザベト音楽大学の客員教授に就任したイ
ラーチェク氏のリサイタル。BBC音楽誌からは「世代のトッ
プレベルのピアニスト」と評され、28 歳でウィーン国立大
学ピアノ科教授に。ウィーン国際ベートーヴェンピアノコン
クールの芸術監督兼審査委員長も務めるなど、活躍は多岐に
わたる。プログラムはベートーヴェンのピアノソナタ「月光」
ほか、シューベルトやショパンなど。

エリザベト音楽大学

検索

柳家権太楼

時／ 11 月 3 日（木・祝）15：00 〜
会／ WAKO ゲバントホール
料／ 2,500 円※配信チケット 2,000 円も有
問／実行委員会
TEL.050-5218-8525

広島落語会

紫綬褒章コンビが広島で奇跡の競演！

柳家さん喬（74）、柳家権太楼（75）の紫綬
褒章に輝いた絶品落語家 2 人が広島に！ 広
島県出身の古今亭菊丸、古今亭菊志んが加
わった四人会として落語を楽しめる。
「人気の
両師匠の高座を揃って観られるのは、広島で
は今回が最初で最後かも」と主催者。チケット
はエディオン広島本店、福屋広島駅前店、チ
ケットぴあ（P コード 514012）
で発売。

時／11月18日（金）18：30〜
会／広島県民文化センター ホール
料／3,500円
（当日4,000円）
問／事務局・尾崎
TEL.090-3636-0272

アイ・アム まきもと

水田伸生監督×阿部サダヲの最新作！

広島出身の水田伸生監督による最新作。
『舞妓
Haaaan!!!』
『なくもんか』
『謝罪の王様』に続く阿
部サダヲとのタッグで、笑いと感動の物語を届
ける。主人公の勤め先は小さな市役所の「おみお
くり係」
。身寄りのない人を弔う部署で、色んな
人に煙たがられながら、がむしゃらに働く。共演
は満島ひかり、松下洸平、宮沢りえなど。豪華俳
優陣にも注目。
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Web

生演奏と照明・映像アートがコラボ。

演劇
演芸
舞踊

映像

詳しくは

音のマリアージュ Vol.3「四季」

ヴァイオリニスト木村紗綾さんが創る五感で楽
しむ演奏会。今回のテーマは「四季」。会場には布
でできた「川」が出現。ホールの入口からステージ
まで彩る。演奏はヴィヴァルディとアルゼンチン
の作曲家ピアソラの「四季」。映像や照明を使った
アート表現をまじえて披露する。出演は広島ゆか
りの新進気鋭の演奏家たち。空間演出は平川美帆
さん、大西裕菜さん。

柳家さん喬

時／ 10 月 14 日（金）18：45 〜
会／エリザベト音楽大学セシリアホール
料／一般 2,000 円（当日 2,500 円）
問／エリザベト音楽大学 学事部演奏活動
TEL.082-225-8004

時／ 9 月30日
（金）
〜
会／ 109シネマズ広島ほか
料／一般1,900円、
大学生1,500円
3 歳以上1,000円
シニア1,200円
問／ 109シネマズ広島
TEL.082-501-3103
詳しくは

Web

アイ・アム まきもと

検索

©2022 映画
「アイ・アム まきもと」製作委員会

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。

映像

広島映画サークル協議会 第 432 回例会

アルゼンチン発の大ヒット映画！

広島映画サークルの自主上映会。今回は南米
アルゼンチン発の痛快ドラマを上映する。町の
農協施設を復活させようと貯金を出し合う田舎
町の人々。しかし金融危機で預金口座が凍結！
混乱に乗じて銀行と悪徳弁護士が預金を横領 !!
悪党から預金を奪還する作戦を立てる。田舎の
人々 vs 巨悪、勝つのはどっち？ 日本人にはビッ
クリな設定で、ハラハラドキドキの展開。

美術
展示

し

み ず

読者プレゼント（P.15 に詳細）

時／ 10月23日
（日）①11：00 〜②14：00 〜
会／広島県立美術館 地下講堂
料／一般 1,500円
シニア・大学生・障がい者1,300円
中・高校生 500円
問／広島映画サークル協議会
TEL.070-2228-7513
詳しくは

Web

広島映画サークル

じ

お う

検索

©2019 CAPITAL INTELECTUAL S.A./
KENYA FILMS/MOD Pictures S.L

ヨシタケシンスケ展かもしれない
絵本原画にスペシャル立体物も！

絵本作家としてのデビュー作『りんごかもし
れない（2013 年）』が大ヒット！ その後も『お
しっこちょっぴりもれたろう（2018 年）』など
ユニークな絵本を発表し続けるヨシタケシン
スケさんの大展覧会。展示総数は400点以上！
絵本原画やアイデアスケッチのほか、この展覧
会のために作家本人が考案した立体物なども
あり。大人も子どももワクワクできそう。

©Shinsuke Yoshitake

美術
展示

明日に向かって笑え！

読者プレゼント（P.15 に詳細）

時／開催中〜 11 月 20 日（日）9：00 〜 17：00
会／ひろしま美術館
料／一般 1,300 円、大学・高校生 1,000 円
小・中学生 500 円
※要入場整理券（全日程）当日 8：50 から先着順で配布
問／ひろしま美術館 TEL.082-223-2530
詳しくは

Web

ひろしま美術館

検索

ゆ う げ ん ひ ろ ふ み

志水児王・祐源紘史「Distant Early Warning」
里山×現代アートのコラボレーション。

光や音を用いたインスタレーションで世界の有り
様を表現する志水児王さんと、食べる欲求をモチーフ
に作品を発表する祐源紘史さん。広島を拠点に活躍中
のアーティスト 2 人展。会場は、築 100 年超の古民家
を改装した「Area ku-ga」
。ギャラリーの他、カフェ、
ショップなどを併設。里山ギャラリーとアートのコラ
ボを楽しんで。初日には、企画者とアーティストの座
談会も開催。

♥

時／ 10 月 8 日（土）〜 11 月 6 日（日）の木〜日曜
11：00 〜 17：00
会／ Area ku-ga（安芸区阿戸町 399）
料／入場無料
問／ Area ku-ga TEL.082-856-0118
（（公財）広島市文化財団文化活動助成事業）

〜おうちで楽しむ〜

（上）志水児王《world models》
撮影：木奥恵三
（下）祐源紘史《鶏供養菩薩》

私のおすすめ ! BOOK

今いちばん読みたい仕事の指南書

柳家小八さんおすすめの一冊『佐久間宣行のずるい仕事術』

柳家小八さん
福山市出身。落語家。コジ
マホールディングス西区
民文化センターでの横川
落語会のレギュラー。
地元
の福山で福山寄席を開催。
10/22
（土）
コジマホール
ディングス西区民文化セ
ンターで開催の
「横川落語
会十周年記念特別公演」
に出演。

私は、佐久間宣行という人に憧れている。
一つ年上なので勝手に「同世代の星」と呼んでいる。お笑い番組を見るの
が好きで、特に『ゴッドタン』が好き。そのプロデューサーが佐久間宣行と
いう人だと知ったのはだいぶ後になってからのこと。
佐久間さんは元々テレビ東京の社員だったにも関わらず、ニッポン放送
でラジオ番組を始め、やがて独立、現在はさまざまなメディアで活躍中。
その佐久間さんがビジネス書を出した。
上司と部下の接し方。スキルの磨き方。アイデアの源泉の話。
中でも心に刺さったのが『第 2 章「人間関係」編 メンツ地雷を踏んではい
けない』。
落語家生活 20 年目の私は、後輩からはそこそこのキャリア、ベテラン師
匠方からはまだまだペーペー。いわば中間管理職。
この本の中には「ずるい」けど正直でいま一番欲しい言葉が詰まっていま
す。仕事のことで悩んでいる人も、そうでない人も、なにか変われるきっ
かけがあるかもしれません。

『佐久間宣行のずるい仕事術』
著：佐久間 宣行
出版社：ダイヤモンド社
￥1,650（税込）
発売中
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（公財）広島市文化財団主催 文化イベント

音楽

おやじバンドフェスティバル 2022

コロナ禍をぶっ飛ばす、いかした演奏を乞うご期待！

平 均 年 齢 40 歳 以 上 の バ ン
ド「おやじバンド」のライブ。フォーク、
J-POP、ハードロックなど懐かしい音楽
が楽しめる絶好の機会です。熟練の演奏、
熱いステージをお楽しみください。
時 10 月 8 日
（土）10：00 ～
一昨年の熱演
9 日（日）10：00 ～
会 コジマホールディングス西区民文化センター ホール
料 無料
問 コジマホールディングス西区民文化センター
TEL.082-234-1960

安芸区民文化センターサロンコンサート
「根石照久×朴美瑛 フルートデュオリサイタル」
フルートの魅力をギュッと集めました！

フルートとピアノによるさまざまな時代、形態
の曲を集めた演奏会。アルトフルートやバスフ
ルートを用いた曲も演奏します。フルート 2 本の
織りなすハーモニー。アルトやバスはどんな音が
するの？ ソロ演奏って !? ぜひ会場にてお楽しみ
ください。
時 10 月 22 日
（土）15：00 ～
会 安芸区民文化センター スタジオ
料 全席自由 一般 2,000 円
高校生以下 1,000 円（当日券各 500 円増）
問 安芸区民文化センター TEL.082-824-1330

さえきサロンコンサート
：Brass Ensemble Concert - 蒼天 爽快なブラスサウンド

2021 年に金管楽器を愛するメンバーで
結成された、ー蒼ー Brass です。クラシッ
ク、ジャズ、ポップス、歌謡曲等、さまざま
なジャンルの曲を、金管楽器の輝かしく迫
力のサウンドでお楽しみください。
時 10 月 23 日
（日）14：00 ～
会 佐伯区民文化センター ホール
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

お気軽 昼コンサート
ピアノトリオコンサート

若手人気ソリストたちによる初共演コンサート！
「お気軽 昼コンサート」シリーズ。今回は、木
嶋真優（ヴァイオリン）
・宮田大（チェロ）
・小林愛
実（ピアノ）によるピアノトリオコンサート。三人
の息のあったハーモニーをお楽しみください。
曲目：ピアノ三重奏曲 第１番 Op.49 ニ短調、
他
（メンデルスゾーン）、他
時 11 月 13 日
（日）14：30 ～
会 東区民文化センター ホール
料 全席指定 4,000 円
（当日 4,500 円）
問 東区民文化センター TEL.082-264-5551

演劇
演芸
舞踊

TRY A DANCE vol.17

広島から世界へ！ コンテンポラリーダンス公演

全国公募により集まった気鋭のダ
ンサー 9 組がオリジナル作品を披露。各ダンサー
が豊かな感性で、枠組みにとらわれない身体パ
フォーマンスを追求します。この機会に新しい表
現と出会ってみよう。
ゲスト：柿崎麻莉子
時 10 月 16 日
（日）
① 13：00 ～ ② 17：00 ～
会 JMS アステールプラザ 多目的スタジオ
料 全席自由 1,500 円
問 JMS アステールプラザ TEL.082-244-8000

笑いの学舎「あさみなみ寄席」
笑いは健康の特効薬！

広島演芸協会のみなさんによる、
お笑い
寄席。
出演者：黄金家 鉄兵、プチ亭 とまと
ところ亭 八橋、奇々亭 萬足
奇々亭 萬足
あたし亭 丈二、鯨韻亭 馬笑九
時 10 月 16 日
（日）14：00 ～
会 マエダハウジング安佐南区民文化センター 大広間
料 500 円
（電話・FAX などで予約受付）
（当日 700 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

映像

2022 KOREA WEEK 韓国映画特集 in 広島

多彩なジャンルの韓国映画に出会う

ドキュメンタリー『きらめ
く拍手の音』、史上初 1 役を 123 人が演じ
るファンタジーロマンス『ビューティー・
インサイド』のほか、
『82 年生まれ、キム・
ジヨン』
『茲山魚譜－チャサンオボ－』
『ミ
ナリ』の計 5 作品を上映します。
時 10 月 1 日
（土）～ 10 月 7 日（金）
『ビューティー・インサイド』
©2015 NEXT ENTERTAINMENT
※詳細はひろしまカレンダー面参照
WORLD. All Rights Reserved.
会 映像文化ライブラリー 2F ホール
（定員 84 名）
料 全席自由 入場無料
問 映像文化ライブラリー TEL.082-223-3525

展示

広島城企画展「写された広島城」

写真に残された広島城の歴史を探ります。

幕末の広島で徳川慶勝が広島城の姿
を写してから現在に至るまで、広島城はさまざま
な形で撮影されてきました。本企画展ではそれら
の写真を紹介することによって城のかつての姿
を探り、城と広島市が歩んだ歴史を紹介します。
時 開催中～ 11 月 6 日
（日）
9：00 ～ 18：00（入館受付は 17：30 まで）
休 なし
会 広島城 天守閣第四層企画展示室
料 大人 370 円、
シニア・高校生相当 180 円
中学生以下無料
問 広島城 TEL.082-221-7512

「天守を背景にした記念
写真」 昭和初期（戦前）
個人蔵

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。

企画展「生誕 110 年 新藤兼人展」

舞台技術ワークショップ
各種
～レコーディングワークショップ～
イベント

生涯現役を貫いた映画人

広 島 市 出 身 の 映 画 監 督、脚 本 家 新 藤 兼 人
（1912 ～ 2012 年）の著書やシナリオ、自筆資料
などを展示します。監督自身や家族の半生、広島等
を描いた映画作品とも重ねながら、100 年の生涯
をご紹介します。
時 10 月 8 日
（土）～ 12 月 25 日（日）
休 月曜日
（10/10 を除く）、
10/11（火）、11/4
（金）、24（木）、30（水）
会 中央図書館 2 階展示ホール
料 無料 問 中央図書館 TEL.082-222-5542
※映像文化ライブラリーで 10/8（土）～ 22（土）
に関連上映有。

事業名

第 41 回市民能楽のつどい

西区民文化祭
ステージ発表
参加者募集

事業名
ミュージックシアター
ASAKITA 第 27 回公演
「夏の夜の夢」

第 10 回社会人落語
べっぴん寄席

劇団テアトル広島
第 37 回公演
長田育恵作
『蜜柑とユウウツ
～茨木のり子異聞』

録音をイチから学べるワークショップ！

各分野のエキスパートから学ぶ「舞台
技術ワークショップ」。本年度第 1 弾は、
レコーディングワークショップ！ 機材の
セッティングや操作をしながら、
録音の基
礎を学びます。
時 10 月 10 日
（月・祝）
10：00 ～ 16：30
講師：数井政彦 氏
（セイントルイズスタジオ）
会 南区民文化センター ホール
料 1,500 円
（定員 20 名 / 要申込）
問 南区民文化センター TEL.082-251-4120

新藤兼人

詳細→ P9

内容・対象

日時

会場

料金・申込み方法

広島市能楽愛好者連盟各流派及び能楽入門講座
受講生による仕舞・連吟などの発表。特別企画
JMS
として、異なる流派の能楽師が能について解り 10 月 10 日（月・祝）
入場料：無料
アステールプラザ
易くガイダンスする「能楽ガイド★広島」を開 10：00 ～ 17：30（予定）
入退場自由
中ホール能舞台
催。ロビーでは面匠が解説する能面展示も行い
ます。
【募集期間】
【内容】踊り等の文化団体による日頃の活動の成
コジマ
10 月 1 日（土）
果の発表。
ホールディングス
～ 30 日（日）
（大正琴を除く器楽等の音楽関係団体は 3 月の
西区民
【開催日】
音楽祭にご応募ください。）
文化センター
令和5年2月11日（土・祝）
【対象】西区内で活動している団体
ホール
・2 月 12 日（日）

内容

日時

会場

問い合わせ
企画事業課
TEL.082-244-0750
FAX.082-245-0246
bunka@cf.city.hiroshima.jp

参加費：1 団体 3,000 円
募集団体数：35 団体（超えた場合は抽選。
複数申込無効）
コジマホールディングス
応募方法：当センター、西区の公民館な 西区民文化センター
どで配布する申込書に記入し、郵送、ファ TEL.082-234-1960
クス、E メール、持参で。
（申込書は当セン FAX.082-293-1860
ターのホームページからもダウンロード
できます）

料金

問い合わせ

11 月 19 日（土）
17：30 〜
11 月 20 日（日）
14：00 〜

安佐北区民
文化センター
ホール

全席自由
一般 2,500 円（当日 3,000 円）
小学生以上高校生以下 2,000 円
（当日 2,500 円）
未就学児無料
発売中

全国から選りすぐりのべっぴんが集結する落語
11 月 19 日（土）
会。昨年に続き社会人落語日本一決定戦初代名
13：00 ～
人が登場予定！

佐伯区民
文化センター
ホール

全席自由 500 円
（予約制／未就学児入場不可）
佐伯区民文化センター
予約は電話等（公演前日まで受付）か当セ TEL.082-921-7550
ンター窓口（当日も受付）で申込み。

夏至の夜にいたずら好きの妖精がもたらす騒動
を描いたファンタジーコメディ。
公募で集まった出演者の楽しいお芝居と生演奏
の美しい音楽が華やかな舞台を繰り広げます。

『わたしが一番きれいだったとき』
『 自分の感受
性くらい』
『倚（よ）りかからず』など、常に時代に
向き合い人間の生き方を力強くうたい上げた茨
木のり子の詩と生涯を描く喜劇！

11 月 26 日（土）
18：30 ～
11 月 27 日（日）
13：30 ～

第 29 回（毛利文香）
日本を代表する現代音楽作曲家 細川俊夫がお
12 月 10 日（土）
届けする、新しい音楽に出会えるコンサートシ
HIROSHIMA
15：00 ～
リーズ。第 29 回、30 回は世界に活躍の場を広
第 30 回
HAPPY NEW EAR29/30
げる若き俊英たちが登場！ 毛利文香（ヴァイオ
（岡本侑也、北村朋幹）
（広島の新しい耳）
リン）、岡本侑也（チェロ）& 北村朋幹（ピアノ）の
12 月 20 日（火）
リサイタルです。
19：00 ～

JMS アステールプラザ内
安佐北区民文化センター事業担当
TEL.082-244-8000

東区民
文化センター
ホール

全席自由
一般 2,000 円（当日 2,500 円）
学生 1,500 円（当日 2,000 円）
発売中

劇団テアトル広島
TEL.090-9415-3913（五十嵐）
東区民文化センター
TEL.082-264-5551

JMS
アステールプラザ
オーケストラ等
練習場

全席自由
一般 3,000 円（当日 3,500 円）
学生 1,500 円（当日 2,000 円）
2 公演セット券（前売りのみ）
一般 5,000 円、学生 2,500 円
発売中

ひろしまオペラ・
音楽推進委員会
TEL.082-244-8000

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
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10月
音 楽
日

催

し

開始
時間

物

1日
（土）LEO（箏）
× CLASSIC ～箏リサイタル～

所

料

金※(

連

)内は当日

絡

先

13:00

国際会議場フェニックスホール

S 席 5,000、A 席 4,000

マイ・ハート弦楽四重奏団 ひろしま

13:30

ゲバントホール

一般4,000（4,500）、学生2,000（2,500）☎ 同コンサート推進委員会 090（7131）3491

イラストと音楽で楽しむ物語 ごんぎつね

14:00

安芸区民文化センターホール

無料

第 47 回国立音楽大学

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 一般 1,500、学生 1,000

広島県同調会コンサート

☎ 清水芸能企画 082（292）0080
☎ 082（824）1330
☎ カンダ 090（2866）0298

さえき サロン コンサート アンデスの風と響き
（出演 ティエラ・ヌエバ）14:00

佐伯区民文化センタースタジオ

無料（当日13:00 から整理券配布）☎ 082（921）7550

BiS ライブ

16:00

LIVE VANQUISH

4,800（ドリンク別）
（売切）

☎ 夢番地 082（249）3571

ザ 50 回転ズ ライブ

16:00

セカンド・クラッチ

4,500（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

GReeeeN コンサート

17:00

JMS アステールプラザ大ホール

9,800、他

☎ 夢番地 082（249）3571

Girls Girls Girls DX（出演 :HENNESSY、かすみ、他）

18:15

Live space Reed

3,000

☎ YISE-MUSIC 082（545）3960

高橋真梨子 コンサート※ 2 日 16:30 も有

18:30

広島文化学園 HBG ホール

9,000（売切）

☎ ユニオン 082（247）6111

弦楽合奏団アンサンブル・ドゥマン第 25 回定期演奏会

18:30

県民文化センターホール

500

☎ アンサンブル・ドゥマン 082（284）5624

11:00

森林公園

無料

☎ 082（899）8241

12:00

県民文化センター ホール

無料

☎ 事業本部 / 中原 090（4898）9178

2日
（日）オータムコンサート※ 10 日も有
第 21 回ひろしまハーモニカ・フェスティバル

秋の水辺のコンサート※ 8 日、10 日、16 日、22 日、30 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推進担当082（504）2676

Angmini 2022 series（p.f.: 浅利紀子、Vl ＆二胡 : 竹内ふみの）14:00

LIVE JUKE

3,500（ドリンク別）

☎ 082（249）1930

クマリデパート ライブ

16:00

LIVE VANQUISH

4,000（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

Mr. ふぉるて ライブ

17:00

クラブクアトロ

4,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

Sick２ ライブ

17:30

ALMIGHTY

4,000（ドリンク別）

☎ 082（542）8877

関取 花 ライブ

18:00

Live space Reed

4,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

Ｔ字路ｓ ライブ

18:00

4.14

4,500（ドリンク別）

☎ 082（249）3024

THA BLUE HERB ライブ

19:00

CONQUEST

4,000、他（ドリンク別）

WEB

4日
（火）ヴィリニュス市合唱団
「ヤウナ・ムジカ」

18:30

広島文化学園 HBG ホール

A 席 6,500、B 席 5,500

☎ ＭＩＮーＯＮ082（567）0585

5日
（水）櫻坂 46 コンサート※ 6 日も有

18:00

広島サンプラザホール

9,800

☎ キャンディー 082（249）8334

県民文化センター ホール

2,800

☎ 森山 090（3176）5288

7日
（金）ORIZURU 国際平和音楽祭 Ｎ響の精鋭メンバーと奏でる名曲の夕べ 18:30

http://www.club-conquest.net/

片平里菜 ライブ

18:30

Cave-Be

3,000（ドリンク別）

☎（有）
シーピーぺぺ 082（511）1109

Creepy Nuts ライブ※ 8 日 16:00 も有

19:00

BLUE LIVE

6,300（ドリンク別）
（売切）

☎ 夢番地 082（249）3571

スタジオ・オクターヴ

1,500（定員 30 人）

オクターヴ 金曜コンサート
（ヴァイオリン : 浜下 杏子 ＆ ピアノ : 田中 香月） 19:00
8日
（土）おやじバンドフェスティバル 2022 ※ 9 日も有※詳細→ P4

10:00

☎ 070（8494）1792

コジマホールディングス西区民文化センターホール 無料

☎ 082（234）1960
☎ 夢番地 082（249）3571

SUPER ROCK CITY HIROSHIMA 2022DX ※ 9 日も有

12:00

ALMIGHTY、他全 7 会場

1日券 5,000（1ドリンク付）

ミュージアム・コンサート
（二胡 : 趙 栄春、ピアノ : 福政 歩）

14:00

ひろしま美術館

要展覧会チケット（13:00から整理券配布）☎ 082（223）2530

広島県庁合唱団ミニコンサート 2022（指揮 : 藤咲真介、テノール : 三木貴徳） 14:00

県民文化センターホール

無料

☎ 広島県庁合唱団 090（5701）8106

sumika コンサート

17:00

広島文化学園 HBG ホール

7,700

☎ 夢番地 082（249）3571

チキンナゲッツ ライブ

19:00

LIVE JUKE

4,000（ドリンク別）

☎ 082（249）1930

Live café JIVE

4,000（4,500）
（要1ドリンクオーダー） ☎ 082（246）2949

FULL OF FUSION ライブ（出演 : 鳴瀬喜博（Bass）、江田 徹（Guitar）、他） 19:30

① 11:00
リーガロイヤルホテル広島チャペル
② 14:00

無料（70 席）

☎ 082（228）5949

12:00

安佐北区民文化センターホール

無料

☎ 082（814）0370

13:30

南区民文化センターホール

無料

レコードコンサート
「シャンソンで世界旅行」
（選曲＆解説 : 戸坂律子） 14:00

映像文化ライブラリー

無料（要申込）

☎ 082（223）3525

Concerto della Diva Rossa ～赤の歌姫コンサート～

14:00

東区民文化センタースタジオ１

1,000

☎ ゆかいな仲間たち / 吉田 090（2002）7748

TSUKEMEN コンサート

15:00

県民文化センターホール

6,000

☎ ユニオン 082（247）6111

黒色すみれ ライブ

17:30

ヲルガン座

3,500（4,000）
（要 1 オーダー）

☎ 082（295）1553

BLUE ENCOUNT コンサート

18:00

JMS アステールプラザ大ホール

6,900

☎ 夢番地 082（249）3571

MY FIRST STORY コンサート

18:00

広島文化学園 HBG ホール

5,800

☎ 夢番地 082（249）3571

14:00

日本キリスト教団広島流川教会

500

☎ 田辺 090（9733）7990

14:00

東区民文化センタースタジオ 1

無料

☎ 嶋田 090（1335）2602

14:00

安佐北区民文化センターホール

無料

☎ 082（814）0370

近藤圭
（ホルン）
＆加藤和也
（サックス）
3days Concerts

14:30

東区民文化センタースタジオ 2

3,000

上杉 昇 ライブ

17:00

LIVE JUKE

6,000（ドリンク別）

☎ 082（249）1930

POLYSICS ライブ

17:30

セカンド・クラッチ

5,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

Kroi ライブ

18:00

クラブクアトロ

4,500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

柴田俊幸 フラウトトラヴェルソ無伴奏リサイタル

18:30

東区民文化センタースタジオ１

3,000（3,500）、25 歳以下（1,500）☎ ファンバーレコンサーツ 080（6341）6734

第 7 回コントラバスだらけの演奏会※詳細→ P2

18:30

コジマホールディングス西区民文化センターホール 無料

☎ 山中 080(6315)1180

加藤格・西広ショータ・染谷俊ライブ

19:30

ライヴ楽座

3,500（要ドリンクオーダー）

☎ 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

渋谷すばる コンサート※ 13 日も有

19:00

広島文化学園 HBG ホール

7,800

☎ 夢番地 082（249）3571

トミー・ゲレロ ライブ

19:30

クラブクアトロ

4,500（ドリンク別）

☎ 082（542）2280

エリザベト音楽大学セシリアホール

2,000（2,500）

☎ 同大学学事部演奏活動 082（225）8004

18:45

広島文化学園 HBG ホール

S 席 5,300、A 席 4,800、他

☎ 広響事務局 082（532）3080

JAKE SHIMABUKURO ライブ

19:00

BLUE LIVE

7,800

☎ 夢番地 082（249）3571

XIIX ライブ

19:00

クラブクアトロ

5,500（ドリンク別）
（売切）

☎ 夢番地 082（249）3571

いーどぅし ライブ

19:00

Yise

4,000（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

14:00

東区民文化センターオープンプラザ（雨天中止） 無料

☎ 082（264）5551

15:00

合人社ウェンディひと・まちプラザ

無料 ※詳細→ P15

☎ 伊藤 090（7897）6800

16:00

東区民文化センタースタジオ 1

無料

☎ 吉村 080（1939）9436

GENERATIONS from EXILE TRIBE コンサート※ 16 日 16:00 も有 17:00

グリーンアリーナ

11,000

☎ 夢番地 082（249）3571

ディズニー・オン・クラシック まほうの夜の音楽会 2022

18:00

広島文化学園 HBG ホール

S 席 8,900、A 席 7,600、他

☎ ユニオン 082（247）6111

ASH DA HERO ライブ

18:00

セカンド・クラッチ

5,000（ドリンク別）

☎ HIGHERSELF 082（545）0082

サラ・オレイン コンサート

18:00

国際会議場フェニックスホール

7,500

9日
（日）パンフルートの調べ ～ヴァージナルの響きとともに～
歌え！あさきた歌自慢

秋の部

広島大学霞 OB 管弦楽団“昴”第 8 回定期演奏会

10日（月・祝）合唱団 "Polifonia Sacra" ～第 29 回定期演奏会～
サクソフォンリサイタル
ASAKITA サロンコンサート
（合唱 : アンサンブル

いむろ）

12 日
（水）音まちコンサート ミュージックストリート※ 26 日も有

14 日
（金）イラーチェク・フォン・アルニン , ヤン客員教授ピアノリサイタル※詳細→ P2 18:45
広島交響楽団

第 425 回定期演奏会

15 日
（土）オープンプラザシアター vol.262 中庭に響き渡る
“昭和～♪”
現代の三味線

野澤徹也三味線合奏団広島支部

第８回演奏会

アンサンブルチアロ第 25 回定期演奏会

広島大学大学院 人間社会科学研究科音楽文化教育学領域 第４回ピアノ演奏会 18:00
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場

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。

JMS アステールプラザオーケストラ等練習場 無料

同管弦楽団 subaru.orche@gmail.com

tongattekoso.tsunobue.da@gmail.com

☎ チケットポート 03（6327）3710
☎ 同科事務室 082（424）6834

2022.10
日

催

し

物

16 日
（日）広島県合唱フェスティバル 2022
ライフワンミュージック子どもの発表会

開始
時間

10:30

14:00
（予定）

場

所

料

金※(

)内は当日

連

絡

安芸区民文化センターホール

800（999）、他

☎ 三浦 090（7591）3682

ライフワン 221 ホール

無料

☎ 082（922）0028

先

拍手歌祭 vol.3( 出演 : マハラージャン、Mega Shinnosuke）

17:30

クラブクアトロ

4,500(ドリンク別 )

☎ 夢番地 082（249）3571

フレデリック ライブ

18:00

BLUE LIVE

5,500

☎ 夢番地 082（249）3571

eill ライブ

18:30

Cave-Be

4,950（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

19:00

セカンド・クラッチ

4,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

13:00

安佐北区民文化センターホール

1 時間 2,000（要予約）

☎ 082（814）0370

SiM ライブ

18:30

BLUE LIVE

6,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

サカナクション コンサート※ 19 日も有

18:30

広島文化学園 HBG ホール

S 席 13,200、A 席 8,800

☎ 夢番地 082（249）3571

Namico & 小島良喜 ライブ

19:30

Live Cafe JIVE

5,000（5,500）
（ドリンク別）

☎ 082（246）2949

19 日
（水）The Ravens ライブ

19:00

クラブクアトロ

5,800（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

20 日
（木）フォレスタコンサート in 広島～おかげさまで 20 年～

13:30

広島文化学園 HBG ホール

6,000

☎（株）清水芸能企画 082（292）0080

18:30

県民文化センターホール

会員制（入会制）

☎ ひろしま音楽鑑賞協会 082（234）6262

21 日
（金）サンボマスター ライブ

18:30

クラブクアトロ

5,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

葉加瀬太郎 コンサート

18:30

広島文化学園 HBG ホール

9,000（売切）

☎ キャンディー 082（249）8334

14:00

東区民文化センタースタジオ 1

一般 2,500、高校生以下 1,500

☎ 小田 090（7508）2012

広島プレミアムコンサート～ウクライナ支援をしたアーティスト達 14:00

県民文化センターホール

2,000

☎ 実行委員会 082（241）8868

根石照久×朴美瑛フルートデュオリサイタル※詳細→ P4

15:00

安芸区民文化センタースタジオ

一般 2,000（2,500）、他

☎ 082（824）1330

F-BLOOD コンサート

15:30

NTT クレドホール

8,800（売切）

☎ キャンディー 082（249）8334

坂口有望 ライブ

16:00

Yise

4,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

ドラマストア ライブ

17:30

Live space Reed

4,300（ドリンク別）

☎ キャンディー 082（249）8334

AI コンサート

18:00

広島文化学園 HBG ホール

7,900

☎ 夢番地 082（249）3571

GOOD ON THE REEL ライブ

18:00

セカンド・クラッチ

5,000（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

SHE’S ライブ

18:00

クラブクアトロ

4,950（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

打首獄門同好会 ライブ
（対バン : キュウソネコカミ）

18:00

BLUE LIVE

5,500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

SHIMA ライブ

18:00

ALMIGHTY

3,700、他（ドリンク別）

☎ 082（542）8877

w.o.d. ライブ

18:30

SIX ONE Live STAR

4,400（ドリンク別）

上垣内寿光

19:45

ANT-Hiroshima 事務所（中区上八丁堀8-14-2F） 1,000 ～

17 日
（月）WOMCADOLE ライブ
18 日
（火）おためしステージ演奏会

※ 21 日まで

Vision String Quartet ヴィジョン弦楽四重奏団

22 日
（土）旅するチェンバロ

Bimonthly Concerts（クラシックギター）

☎ 夢番地 082（249）3571
☎（株）
クライスエムイー 090（4100）7739

① 10:30
縮景園清風館
② 13:30

2,500＋入場料

さえきサロンコンサート
（出演 :- 蒼 - Brass）※詳細→ P4

14:00

佐伯区民文化センターホール

無料（当日13:00 から整理券配布予定）☎ 082（921）7550

広島市民オーケストラ 第 26 回定期演奏会

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

METAMUSE μ ライブ

17:00

Cave-Be

一般 5,000、学生 2,000（ドリンク別）☎ 夢番地 082（249）3571

ポルノグラフィティ コンサート

17:30

広島文化学園 HBG ホール

9,900

☎ キャンディー 082（249）8334

折坂悠太 ライブ

18:00

クラブクアトロ

5,800（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

唄人羽 ライブ

18:00

Live café JIVE

5,000（5,500）
（ドリンク別）

山口洋（HEATWAVE）
ライブ

18:00

ヲルガン座

4,000（4,500）
（要 1 オーダー）

26 日
（水）第 359 回市民サロンコンサート
（マリンバ）

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

28 日
（金）チョン・イル ライブ

14:00

BLUE LIVE

11,000（ドリンク別）

☎ 公演事務局 03（6721）1280

18:30

JMS アステールプラザ大ホール

1,000

☎ 同大学学事部演奏活動 082（225）8004

Leina ＋第 4 回ファゴットとチェロ

18:45

東区民文化センタースタジオ１

大人 3,000（3,500）、他

☎ 泉 090（4104）1423

ReoNa ライブ

19:00

クラブクアトロ

6,500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

スタジオ・オクターヴ

1,500（定員 30 人）

☎ 070（8494）1792

東区民文化センターホール

無料

☎ 永山 090（9063）5363

オルガン ランチ・コンサート
「前奏曲、フーガと変奏曲」
（フランク作曲） 13:00

エリザベト音楽大学セシリア・ホール 無料

☎ 福原 090（7895）4831

Vocal & Piano Duo Live（出演 : 酒井貴美子、竪本義一）

14:00

ギャラリーカフェ月～ yue ～

3,000（１ドリンク + クッキー付）
（要予約） ☎ 082（533）8021

さちこのゆるクラコンサート vol.39（vn: 上野眞樹）

17:00

東区民文化センタースタジオ１

3,000

☎ 末永 090（7893）3531

HEY-SMITH ライブ
（対バン：SHANK）

18:00

BLUE LIVE

4,200（ドリンク別）
（売切）

☎ 夢番地 082（249）3571

Uru コンサート

18:00

JMS アステールプラザ大ホール

7,800

☎ 夢番地 082（249）3571

押尾コータロー ライブ

18:00

クラブクアトロ

6,500（ドリンク別）

☎ 夢番地 082（249）3571

① 13:00
ギャラリーカフェ月～ yue ～
② 15:30

2,500（１ドリンク + 焼き菓子付 /
要予約）

☎ 082（533）8021

14:00

999

第 21 回縮景園邦楽鑑賞会～和の音色でめぐる日本紀行～
23 日
（日）
※詳細→ P15

エリザベト音楽大学

第 81 回定期演奏会（指揮 : 飯森範親）

オクターヴ 金曜コンサート
（ソプラノ : 桜川 京子、ピアノ : 米原 ゆかり）19:00
29 日
（土）民謡・三味線

妙音会
（たえねかい）
発表会

30 日
（日）Herb Tea Live（演奏 : 伊東 ナオミ、渡辺 敦子）
広島少年合唱隊 第 63 回定期演奏会

10:00

さろんコンサート
「ピアノと旅する絵本の世界」
（出演 : 戸嶋 アヤカ、他）14:00

県民文化センターホール

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 席）
2,500（3,000）

☎ 広島県邦楽連盟 082（228）8693
☎ 桂 080（2929）6786

info@utaibitohane.com
☎ 082（295）1553

☎ 西澤 082（541）0588
☎ 082（879）3060

TEVENTO 絆
（出演 : 折河宏治
（br）
、小林良子
（s）
、他）

16:00

日本福音ルーテル広島教会

第 45 回広島ギター協会ホームコンサート

16:00

コジマホールディングス西区民文化センタースタジオ 無料

dolcevita258@yahoo.co.jp

GANMI ライブ

17:00

SIX ONE Live STAR

一般 5,000、学生 4,000（ドリンク別）☎ 夢番地 082（249）3571

家入レオ コンサート

17:30

JMS アステールプラザ大ホール

7,500

☎ 事務局 / 伊吹 080（1908）7798
☎ 夢番地 082（249）3571

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
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10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

1日
（土）Komame Works Produce 親子シアター 演劇×大道芸 ※ 2日も有 10:00、他

所

料

金※(

連

)内は当日

コジマホールディングス西区民文化センターギャラリー 一般1,200（1,500）、小学生500、他

絡

先

info@komameworks.com

コスモス・ダンス※ 8 日、9 日、22 日、23 日、29 日も有

13:00

JMS アステールプラザ多目的スタジオ、他 500

☎ 八木 090（3744）7531

第 62 回秋風亭てい朝の落語をぶつ会

13:30

南区民文化センタースタジオ

1,000（1,500）

☎ おき 090（8715）6807

林家木久扇

14:00

JMS アステールプラザ中ホール

3,500（3,800）

☎ つたの会 090（3913）0842

広島城二の丸

2,500

85 歳記念落語会

広島城二の丸夜会～武士たちの宴（出演：安芸ひろしま武将隊、他） 18:00
劇団四季 ディズニーミュージカル「リトルマーメイド」
2日
（日）てい朝・好朝ふたり会

info@hiroshima-samurai.jp

※10日まで（休演日有） 上野学園ホール

S 席一般9,900、S 席こども 4,950、他 ☎ 劇団四季ナビダイヤル 0570(008)110

13:30

安佐南区民文化センター大広間

1,000（1,500）

☎ おき 090（8715）6807

マキタスポーツのオトネタひとり旅～雌伏三十年ツアー～

14:00

横川シネマ

4,500（ドリンク別）

☎ 082（231）1001

ロバート秋山 presents クリエイターズ・ファイル EXPO

14:30

JMS アステールプラザ 大ホール

5,000

☎ FANY チケット 0570（550）100

3日
（月）ミュージカル『刀剣乱舞』

18:30

JMS アステールプラザ 大ホール

8,800

☎ 夢番地 082（249）3571

4日
（火）マスタッシュ ダンス※ 11 日、18 日、25 日も有

13:00

JMS アステールプラザオーケストラ等練習場、他 500

5日
（水）安佐南市民劇場 10月例会 劇団銅鑼公演「おとうふコーヒー」※6日13:00 も有 18:30
ひろしま神楽定期公演※ 12 日、19 日、26 日も有

19:00

7日
（金）広島市民劇場 10月例会 劇団銅鑼公演「おとうふコーヒー」※8日14:00 も有 18:30
鳥肌実

広島毒炎会
「ニイタカヤマノボレ 1007」

19:00

☎ 安佐南市民劇場 082（877）4423

県民文化センターホール

1,000

☎ 082（245）2311

JMS アステールプラザ大ホール

会員制（入会制）

☎ 広島市民劇場 082（218）3219

クラブクアトロ

4,000（ドリンク別）

☎ 082（542）2280

8日
（土）おきらく劇場ピロシマ presents 20分×2本立て ! 秋の演劇公演『看板男』、他 ※9日13:00 も有 ① 13:00 ② 17:00 WAKO ゲバントホール
アステールプラザ芸術劇場シリーズ 世界劇団『ひとよひとよに呱々の声』※9日14:00 も有 18:30
9日
（日）実演！広島市内神楽団※ 23 日も有
10日（月・祝） 第 41 回

市民能楽のつどい※詳細→ P5

吉本新喜劇＆バラエティー広島公演
ワタナベさんの Book

Theater

vol.2

☎ 藤山 090（9416）5010

マエダハウジング安佐南区民文化センターホール 会員制（入会制）

一般 1,500、障がい者割 1,000、他 ☎ 山田 080(5620)5078

JMS アステールプラザ多目的スタジオ 一般3,000（3,500）、Ｕ24 2,000（2,500） ☎ 世界劇団 / タナカ 080（5710）4704

13:00

湯来ロッジ 2 階ホール

10:00

JMS アステールプラザ中ホール能舞台 無料（入退場自由）

12歳以上1,000、4歳以上12歳未満250 ☎ 0829（85）0111
☎ 広島市文化財団企画事業課082（244）0750

① 11:00 ② 14:30 広島文化学園 HBG ホール

S 席 5,900 、A 席 4,900

☎ HOME イベントセンター 082（221）7116

11:00、他

一般 1,500、中学生以下 500

☎ 天辺塔 / 小野 070（8496）0766

音楽集団フェルマータ オリジナル・ミュージカル 特別公演『A Little Fall of Rain』 ① 11:30 ② 15:30 東区民文化センターホール

南区民文化センター大広間

3,400

☎ 音楽集団フェルマータ 090（2295）7960

ハーラウ フラ ロカヒ・フラ フェスティバル

13:00

南区民文化センタースタジオ

1,800

☎ 横川 090（2862）6079

15 日
（土）令和喜多みな実 全国ツアー『きたみなのしゃべくり旅』

18:00

エディオン紙屋町ホール

2,800

☎ FANY チケット 0570（550）100

16 日
（日）TRY A DANCE vol.17 ※詳細→ P4

① 13:00 ② 17:00 JMS アステールプラザ多目的スタジオ 1,500

☎ 082（244）8000

① 13:00 ② 18:00 JMS アステールプラザ大ホール

☎ STEPS/ 明石 082（246）9664

‘23 STEPS ダンスコンサート
笑いの学舎

あさみなみ寄席（出演 : 広島演芸協会）※詳細→ P4 14:00

指定席 4,800、自由席 3,800

マエダハウジング安佐南区民文化センター大広間 500（700）

☎ 082（879）3060

22 日
（土）横川落語会 10 周年記念特別公演

13:00

コジマホールディングス西区民文化センターホール 3,000（3,500）

☎ 082（234）1960

23 日
（日）令和 4 年度第 5 回あさきた神楽公演
（出演 : 阿坂神楽団）

12:30

安佐北区民文化センターホール

1,000、中学生以下無料（当日整理券配布） ☎ 082（814）0370

ALMA DE FLAMENCO スペイン舞踊スタジオ「秋」-Aqui- 第12回発表会 14:30

JMS アステールプラザ中ホール

2,500（2,800）

☎ 同スタジオ / 大田 082（962）6388

演櫓遥々 Vol.10 桂三若の鯉城 de 情熱ひとり会 ※詳細→ P15 18:30

史跡・広島城二の丸復元建物

無料（11日までに要申込）

☎ 広島市文化振興課 082（504）2869

県民文化センターホール

3,800

☎ 春々堂 03（5447）2131

上野学園ホール

5,000（5,500）、学生・障がい者3,000 ☎ 年金者組合広島県本部 082（245）9222

27 日
（木）春風亭小朝独演会

13:00

29 日
（土）前進座創立 90 周年記念公演
「一万石の恋」
（監修 : 山田洋次）14:00

竹元恵美子リーディング・リサイタル 本を読む女※30日11:00、15:00 も有 ① 14:00 ② 18:00 南区民文化センタースタジオ
30 日
（日）神楽スペシャル～あなたが選んだ姫の舞～

12:30

ミュージカル
「アイーダ」

上野学園ホール

① 14:00 ② 17:30 JMS アステールプラザ中ホール

2,500（3,000）

☎ 082（251）4120

S 席 5,000、A 席 3,500

☎ RCC 文化センター内 082（222）0044

2,990

☎ コーラスピープル 082（243）5795

映 像
日

催

し

物

あさみなみ映画祭①赤穂浪士②旗本退屈男
1日
（土）
③大江戸五人男④銭形平次捕物控 からくり屋敷
ビークルシアター（ビデオ上映会）
「忍たま乱太郎の宇宙大冒険
with コズミックフロント NEXT」
（対象 : 幼児～小学生）※ 2 日も有
あさみなみ子ども劇場
「たのしいアニメ上映会」
2日
（日）
（当日先着 30 人）
武力でなく外交で紛争を解決した事例から学ぶ 映画
「コス
9日
（日）
タリカの奇跡」～積極的平和国家のつくり方～

10日（月・祝）映画
「ゴースト・フリート 知られざるシーフード産業の闇」

時

間

場

所

料

金※(

)内は当日

連絡先

① 10:00 ② 13:10 ③ 15:30 ④ 18:15

マエダハウジング安佐南区文化セン
300（400）
ターホール

☎ 082（879）3060

① 11:30 ② 13:30 ② 14:30

ヌマジ交通ミュージアム

☎ 082（878）6211

14:00

マエダハウジング安佐南区民文化セ
無料
ンターロビー

☎ 082（879）3060

① 10:00 ② 19:00

Social Book Cafe ハチドリ舎

1,500+1ドリンク

☎ 082（576）4368

① 10:00 ② 19:00

Social Book Cafe ハチドリ舎

1,500+1ドリンク

☎ 082（576）4368

無料・申し込み不要

一般 1,500、シニア・大学生・障がい者手帳 1,300 他
広島県立美術館・地下講堂

☎ 070（2228）7513
佐伯区民文化センター 2 階 大会 無料（整理券配布・各回先着 50 人）

☎佐伯区図書館 082（921）7560
議室 A・B・C
コジマホールディングス西区民文化
☎ 082（234）1960
500
センタースタジオ
JMS アステールプラザ 4 階 大
☎中区図書館 082（248）9300
無料
広間

広島映画サークル第 432 回例会『明日に向かって笑え！』
23 日
（日）
① 11:00 ② 14:00
※詳細→ P3
こども映画会
（対象 : 幼児・児童とその保護者） 上映作品『か
① 13:00 ② 14:30
らすのパンやさん』
『だるまちゃんととらのこちゃん』
自主製作映画上映＆シネマトーク シネマアンソロジーひろしま vol.9 14:00 ～ 18:00
こども映画会
29 日
（土）
11:00
（対象 : 幼児・児童と保護者 / 要申込 / 先着 10 組または 30 人）

ヒロシマの祈りを美しい詩情と哀歓で描く

『泰山木の木の下で』12 月例会
【劇団民藝公演】
■作 = 小山祐士
■演出 = 丹野郁弓
■出演 = 日色ともゑ、桜井明美、千葉茂則、塩田泰久 ほか
12月

1日（木）

会場

3日
（土）

13：00

昼
夜

2日
（金）

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。

4日
（日）
13：00

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
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2022.10
場所／連絡先

日

内

容

開

始

時

間

①「きらめく拍手の音」(出演：イ・サングク、他) ※監督によるアフタートーク有
①10：30 ②14：30
②「82年生まれ、キム・ジヨン」(出演：チョン・ユミ、他) ※開幕式、アフタートーク有
①
「ビューティー・インサイド」
(出演：ハン・ヒョジュ、パク・ソジュン、他)、
2日
（日）
①10：30 ②14：00
2022 KOREA ②
「茲山魚譜 －チャサンオボ－」
(出演：ソル・ギョング、ピョン・ヨハン、他)
WEEK 韓国映 ①
「きらめく拍手の音」
(出演：イ・サングク、キル・ギュンヒ、他)
5日
（水）
①10：30 ②14：00 ③18：00
画特集 in 広島 ②「ミナリ」(出演：スティーヴン・ユァン、ハン・イェリ、他)、
－多彩なジャン ③「茲山魚譜 －チャサンオボ－」(出演：ソル・ギョング、ピョン・ヨハン、他)
「ミナリ」
(出演：スティーヴン・ユァン、ハン・イェリ、他)、
ルの韓国映画に ①
6日
（木）
②
「82年生まれ、キム・ジヨン」
(出演：チョン・ユミ、
コン・ユ、他)、
①10：30 ②14：30 ③18：00
出会う－
③
「ビューティー
・インサイド」
(出演：ハン・ヒョジュ、パク・ソジュン、他)
※詳細→P4
①「茲山魚譜 －チャサンオボ－」(出演：ソル・ギョング、ピョン・ヨハン、他)、
7日
（金）
①10：30 ②14：30 ③18：00
②
「きらめく拍手の音」
(出演：イ・サングク、キル・ギュンヒ、他)、
③
「ミナリ」
(出演：スティーヴン・ユァン、ハン・イェリ、他)
8日
（土）
「鉄輪」
（出演：乙羽信子、観世栄夫、
フラワー・メグ、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
9日
（日）
「讃歌」
（出演：渡辺督子、河原崎次郎、乙羽信子、他）
①10：30 ②14：00
12日
（水）
「心」
（出演：松橋 登、辻 萬長、杏梨、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
13日
（木）
「わが道」
（出演：乙羽信子、殿山泰司、河原崎長一郎、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
14日
（金）
（出演：林 隆三、乙羽信子、倍賞美津子、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
開館40周年記 「竹山ひとり旅」
念 生誕110年 「ある映画監督の生涯 私家版」
15日
（土）
（出演：田中絹代、木暮実千代、他） ①10：30 ②14：00 ③17：30
新藤兼人特集 「ドキュメント８・６」
16日
（日）
（音楽：林 光、ナレーター：草野大悟）
①10：30 ②14：00
19日
（水）
「絞殺」
（出演：西村 晃、乙羽信子、狩場 勉、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
20日
（木）
「北斎漫画」
（出演：緒形 拳、西田敏行、田中裕子、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
21日
（金）
「祭りの声」
（音楽：林 光、ナレーター：杉村春子）
①10：30 ②14：00 ③18：00
22日
（土）
「ブラックボード」
（出演：辻 輝猛、乙羽信子、宅麻 伸、他）
①10：30 ②18：00
ファミリーシアター 「アラビアンナイト シンドバッドの冒険」(声の出演：木下秀雄、黒柳徹子、他）①10：30 ②14：00
10日
（月･祝）
23日
（日）
「孤独な声」
（出演：アンドレ・グラドフ、
タチャイナ・ゴリャチョワ）
①10：30 ②14：00
26日
（水）
「モスクワ・エレジー タルコフスキーに捧ぐ」
（ナレーション：アレクサンドル・ソクーロフ） ①14：00 ②18：00
ソクーロフ特集
27日
（木）
「セカンド・サークル」
①14：00 ②18：00
2022
28日
（金）
・29日
（土）
「精神
（こころ）
の声 デジタル・リマスター版」
28日14：00、29日10：30
30日
（日）
「太陽」
（出演：イッセー尾形、佐野史郎、他）
①10：30 ②14：00

料

金

1日
（土）

映像文化ライブラリー
☎082
（223）
3525

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10月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

1

2

3

4

5

6

7

8

主に10月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
23、27日は大人510、シニア・高校生250
26、28～30日は大人380、シニア・
高校生180
小中学生(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 31

●プリンセス・ダイアナ ●ダウントン・アビー 新たなる時代へ
●百花
●デリシュ！
●ウォン・カーウァイ監督特集
（4Kレストア版 5作品）
●沈黙のパレード
●さかなのこ ●1640日の家族

●ウォン・カーウァイ監督特集
（4Kレストア版 5作品）

●ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド
●スペンサー ダイアナの決意
●ジャバーウォッキー
（4Kレストア版） ●Zola ゾラ（R18+）
●ニューオーダー（PG12）
●彼女のいない部屋
●人質 韓国トップスター誘拐事件

●AKAI

●七人の秘書 THE MOVIE

●バッドガイズ ●呪い返し師 塩子誕生

＜ライブ・ビューイング＞
1日、2日●ヒプノシスマイク -Division Rap Battle5日のみ●NiziU 10日のみ●TUBE 11日のみ●SOPHIA
23日のみ●舞台
「鬼滅の刃」
其ノ参 無限夢列車
29日のみ●2022 MONSTA X<NO LIMIT>TOUR IN SEOUL
●七人の秘書 THE MOVIE

●耳をすませば

●カラダ探し
（PG12）
●線は、僕を描く
●貞子DX
●天間荘の三姉妹

●バッドガイズ ●チコちゃんに叱られる！on STAGE そのとき歴史はチコっと動いた！
●耳をすませば

●カラダ探し
（PG12）
●RRR

●人生ドライブ
●ぜんぶ、ボクのせい※2日休映
●見えるもの、その先に ヒルマ・ ●辻占恋慕 ●百年と希望
アフ・クリントの世界※2日休映
●激怒（R15＋） ●イサドラの子ども ●劇場版 荒野に希望の灯をともす
たち※2日休映/5日監督舞台挨拶有
●七人の秘書 THE MOVIE

●秘密の森の、その
向こう

●義足のボクサー GENSAN PUNCH ●アフター・ヤン

●スワンソング
●地下室のヘンな穴

主に10月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

TOHO
シネマズ緑井
☎050（6868）5030

大人510、シニア・高校生250、小中
学生無料
16、21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)

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

イオンシネマ広島
☎082（261）1310

横川シネマ
☎082（231）1001

無料

●原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち

●貞子DX ●天間
荘の三姉妹 ●カメ
の甲羅はあばら骨

●霧幻鉄道 只見線を300日撮る男
●Blue Island 憂鬱
之島

●ゆめパのじかん ●ほとぼりメルトサウンズ

●バッドガイズ ●君を愛したひとりの僕へ ●僕が愛したすべての君へ

＜ライブ・ビューイング＞
1日のみ●YOUNG WIZARDS～Story from 蘆屋道満大内鑑～
9日のみ●宝塚歌劇 月組東京宝塚劇場公演『グレート・ギャツビー』千秋楽
14日のみ●爆笑問題 with タイタンシネマライブ#79

●耳をすませば ●スペンサー ダイアナの決意

●カラダ探し
（PG12）

●線は、僕を描く ●ぼくらのよあけ
●貞子DX
●天間荘の三姉妹

●七人の秘書 THE MOVIE ●君を愛したひとりの僕へ ●僕が愛したすべての君へ ●バッドガイズ
●ザ・コントラクター ●ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔IMAX
（4Kリマスター）
●劇場版 山崎一門 日本統一
●耳をすませば ●私に天使が舞い降りた！プレシャス・フレンズ ●いつか、いつも‥‥‥いつま
※8日舞台挨拶有
でも。 ●カラダ探し(PG12) ●もっと超越した所へ。(PG12)

広島バルト11
☎082（561）0600

主に10月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●線は、僕を描く ●ぼくらのよあけ ●RRR
＜ライブ・ビューイング＞
1日のみ●TWICE 8日のみ●ラブライブ！
28日～●王立宇宙軍 オネアミスの翼(4Kリマスター版) ●天間荘の三姉妹
2日のみ●Creepy Nutsのオールナイトニッポン『THE LIVE 2022』
28日～●銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀 第二章 ●貞子DX
→
●劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪舞台挨拶
28日～●MONDAYS このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない
15日、16日●Re : vale LIVE GATE“Re:flect U”
（PG12）
28日～●ロード・オブ・ザ・リング／王の帰還IMAX（4Kリマスター） ●警官の血
←9日のみ●ガールズ＆パンツァー
【午前十時の映画祭12】
●家族の肖像
（PG12）

イオンシネマ
広島西風新都
☎082（941）7070

主に10月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

＜ライブ・ビューイング＞
10日のみ●TWICE

【午前十時の映画祭12】●8 1/2

●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

【午前十時の映画祭12】●レイジング・ブル

●七人の秘書 THE MOVIE ●バッドガイズ ●チコちゃんに叱られる！on STAGE そのとき歴史はチコっと動いた！ ●千夜、一夜 ●デュアル
●夜明けまでバス停で
●吹く風は秋/小ぬか雨
（2本立て） ●果し合い
●冬の日/遅いしあわせ
（2本立て）
●耳をすませば ●向田理髪店 ●カラダ探し(PG12)
●RRR
●貞子DX
●天間荘の三姉妹
●カメの甲羅はあば
ら骨 ●帰郷
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10月
美 術 展 示
2

3

※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 31
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月・祝）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
所
〜11月27日
広島駅南口地下広場ショーウィンドウ
ヒスロム
「現場サテライト」
記録・資料展示3
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。

4

5

6

7

8

問 現代美術館☎082（264）1121

広島市現代美術館・鶴見分室 101

どこかで？ゲンビ ビデオアート編

問 現代美術館☎082（264）1121

企画展

広島県立美術館
※休館日＝月
（10を除く）
、
11休

ひ ろし ま 美 術 館

9月27日 〜2日

4日

美

術

〜9日

11日

〜16日

リブル絵画展/一般社団法 第23回 グループ「Ｚ」水彩展/広島YMCA学園
第39回
「美術教室」
産経国際書展 人二科会写真部広島支部 2022生徒作品展「芸大美大受験科」
/茂利漆 佐伯光宣 回顧展/第52回 渦展
第44回支部公募展
瀬戸内展

館

8日

☎082
（276）
2600

〜23日

18日

29日 〜令和5年1月22日

所蔵作品展 ケンビとゲンビの作品を並べ
たら、美術についての疑問が解ける(かも)展

〜23日

※月(10を除く)、1～7休

東区民文化センター
☎082（264）5551 ※月(10を除く)休

27日

3日

9月27日 〜

〜6日

7日

14日

香川道子教室合 トランスミッション＆
2022年61人 同展『家族をつな パーティー＆ＵＦＯ
の水彩展
ぐ絵手紙』
科学展
～1日

1日

〜2日

1日

広島市立大学芸術資料館

9月30日

4日

〜16日

ご縁を繋げる筆文字
（伝筆）
展

ともしび(自分史の会)
新任教員展

☎082
（830）
1821

9月27日 〜2日

〜18日

4日

〜9日

11日

第23回染色倶楽部展

1日

カモメのばぁばぁ

1日

ヱビデンギャラリー

1日

トミタ画廊ANNEX

1日

〜16日

〜4日 5日

地元作家秀作展

〜11日 12日

山本満晴作品展[前期]

4日

〜31日

～11月

〜18日 19日

〜25日 26日

藤光勇紀作品展
「出会いと再会」

地元作家秀作展

〜31日

〜29日

〜23日

玉垣光展
「人・間・物・語」
素描・テンペラ

9月27日 〜2日

ギャラリーブラック

9月28日

4日

HAP-LABO展

〜9日

出嶋佳代子書画展-創作活動40周年記念〜4日 5日

アトリエ夏目
仲間たち展

11日

〜11日 12日

※会期中
無休
9月30日 〜2日

☎082
（247）
1010

4日

※展示のない日＝休

ギャラリーカフェ月～yue～

1日

炭焼きイタリアン il SPAZIO

1日

〜16日

中塩 美知子 展 -心が動く瞬間(とき)-

本田彰代 油絵・色鉛筆画展
世界は美しい色にあふれている

ギ ャラリ ー７１８ 【SPACE A】杉浦和子古布創作服展

〜18日 19日

15日

加藤

11日

〜16日

11日

〜16日

〜23日

ピカソ画房90周年記念展

NHK文化センター広島
平久美子教室 第26回油絵展

【SPACE A】
ネコロジィ展vol.15
〜9日

18日

25日

〜30日

米山清人の世界ー第6回 京友禅の匠染織展

The 15th ing Art
exhibition(絵画)

〜25日 26日

〜11月1日

難波平人・難波英子
絵画教室展

〜23日

委展
21日

〜23日

21日

〜23日

【SPACE A】D,ari 2023 spring/
summer Collection

25日

〜30日

25日

〜30日

【SPACE A】急須展(きふす)占部康浩
作陶展

ねこの絵いっぱい描き【SPACE B】B.B.M.Luxuryanimal ゴトウユミコ 【SPACE B】
【SPACE B】Mete an exhibition of 【SPACE B】
是永昭宏
bespoke and more H.Nakamaru
ました3 今田浩基作品展
個展 Ailes de Lumière～ひかりの翼～

☎082（533）8021 ※日月休

10

〜29日

17日

g a l l e r y Ｇ

※日休

☎082
（249）
3036

〜31日

月あかり

☎082
（249）
1246

松籟堂ギャラリー

〜28日

米倉大五郎

地元作家秀作展

ギャラリー SORA

☎082
（532）
3160

写真展

津堅厚一個展(イラストと映像)

どこかで？ゲンビ

☎082（228）0256 ※日月休

ラピスギャラリー

〜30日

写遊会

クロッキー同好会スケッチ展

〜15日 16日

あべゆうり個展(イラスト)

ぎ ゃらりぃ SARA

☎090
（3744）
8024

25日

写真展

ー花澤洋子布絵展ー
「古布に一滴、命の輝きを」

※火休

ギャラリーカフェ アム

〜23日

広島写友会

第61回秋の日本画展

問 現代美術館☎082（264）1121

☎082（224）3820

18日

17日

☎090（4694）7818 ※日、月、火休

☎082（241）7739 ※月火休

〜30日

絵画展

旅のスケッチ水彩画

※土・日・祝休

茶房金木犀 2Fギャラリー

ギャラリーたむら

〜30日

アフリカ・赤道ギニアの子どもたちを支援しています展

近藤 ハル子

第３回広島県山岳・スポーツ
クライミング連盟写真展

1日

☎082
（211）
3322

〜30日

第54回水羊会展

18日

大庭孝文―正しい風景―

☎082
（247）
1059

☎082（211）3260 ※月休

26日

※毎月第3月曜日休

1日

ひろしんギャラリー

※無休

〜29日

〜9日

☎082
（278）
5000

☎082（221）2305

25日

広島県日本画協会 秋季小品展

21日 〜22日

☎082
（545）
3911

☎082（232）5074

22日 〜23日

けんみん文化祭ひろしま'22
「クラフトの祭典-手芸・工芸-」

第11回佐伯区中学生ポスター・コンテスト作品展・表彰式

合人社ウェンディひと・まちプラザ

csr-cschugoku-ml@nttdocomo.com

〜30日

〜2日

☎082（921）7550 ※月(10を除く)休

ドコモ広島大手町ビル「展示コーナー」

〜16日

第10回彩翠会
かな書展

佐伯区民文化センター

NHK ギャラリー

〜12月4日

秋の山草と斑入り植物展

☎082（251）4120 ※月(10を除く)休 水墨画展

☎082（504）5112 ※月休

〜11月20日

第14回暮らしを色どるペイント展

南区民文化センター

広島サンプラザ

〜30日

第31回 広島県
シルバー作品展

開館25周年記念特別展 中川一政・躍動する命※9日14：00～講演会(要予約)、土・日曜日(10/9を
除く)14：00～担当学芸員によるギャラリートーク有

☎082
（244）
8000

☎082
（245）
2311

26日

出本正彦柿渋染展/第5回 日本水彩出品作家
彩遊会展/第四回 日本風景写真協会広島第二支
部展/第5回 ニッコールクラブ広島支部写真展

JMS アステールプラザ
広島県民文化センター

〜30日

企画展 ヨシタケシンスケ展かもしれない※8日11:00～ミュージアム・トーク有/所蔵作品展
（通年）
※詳細→P3

☎082（223）2530 ※10月無休

泉

※日月祝休

皇室の美と広島－宮内庁三の丸尚蔵館の名品から－※21日・28日各日11：00～ギャラリートーク(要申込)、
6日・13日各日17：00～インスタライブ、15日13：30～こどもワークショップ(要申込)有
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
※8日10:00～Zoomによる対話型鑑賞有(要申込)

☎082
（221）
6246

〜12月17日

小森はるか＋瀬尾夏美

常設展示

※貸し切り日…18日、21日、27日
〜30日

ささき ともえ パステル画展
21日

※1～20休

絵画展

〜30日

〜31日

中谷加奈イラストレイション展～メルヘンⅡ～

16日

キタイリカ 陶展

〜23日

26日

第24回

髙橋和子

〜30日

染色展

2022.10
所

1

日

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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

Area ku-ga

8日

フジグラン緑井
ギャラリーパッセージ

〜12日

平尾書道塾作品展

そごう広島店

第７７回 春の院展(有料)

9月27日

〜3日 4日

9月29日

〜5日 6日

西本 直文
作陶展-創生-

福屋八丁堀本店
☎082
（246）
6111

福屋広島駅前店

阿部穣 絵画展/
上條真三留 油絵展

広島市立大学芸術学部
現教員・卒業生
第22回芸美会展

9月29日

〜5日

9月29日

〜5日 6日

4日

広島三越

9月27日 〜2日

☎082
（242）
3111

みちくさ会
21日

〜11月1日

作品展

Hiromi Flower

〜11月2日

押し花作品展

近代日本画秀作展/
ガレ・ドーム展
〜19日 20日

織り・刺し・染める
野村 彰 染織作品展

〜19日 20日

一枚の檜

13日

〜19日 20日

〜12日 13日

〜19日 20日

基町高校美術部OB 桐美会展

〜31日

Ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ
〜26日 27日

〜11月2日

大路 誠 洋画展
〜26日 27日

季節の掛軸展

女流画家作品展

USオリンピック委員会公式アーティスト
チャールズ・ファジーノ 3Dアート展

〜24日 25日

〜11月2日

高山 尚也 漆展

第21回 鈴木 玄太
グラス展

〜26日 27日

〜11月2日

〜26日 27日

〜11月9日

光と影の織りなす幻想
高木 由美・高木 勲 グラスアート展

山田 恵美 コスチュームジュエ
リー展 ～メモリアル～

遊牧民の絨毯展

〜16日

ジミー大西 画業30年記念作品展
「POP OUT」
(有料)

4日

橋本 勇夫
オリジナルオルゴール展

〜17日 18日

神秘の光彩 古希記念
鎮西 直秀 油絵展

13日

JEWELRY EXOTICA展 土味と火色…自然美を求めて
水本 武夫 陶展
～大人の女性を輝かせるために～

☎082
（568）
3111

〜9日

作陶４０周年 伊賀 谷本洋 陶展

11日

〜16日

18日

〜23日

長船善祐 油彩画展／
道原聡絵画展～イタリアからひろしまへ～ 瀧下白峰・むつ子 心にしみる絵手紙展

25日

〜30日

石川珂旦の世界展／
えもり作品展ー小さい人のいる絵ー

〜11月6日

企画展
「写された広島城」
問広島城☎082
（221）
7512（要入館料）
※詳細→P4

広島城

島充

驚異の城郭 ジオラマ展

郷 土 資 料 館
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

問広島市広島城活性化担当

1日

☎082
（878）
6211

大人510、シニア・高校生250（観覧料）

14日

※休館日＝月(10を
除く)、11～13休

大人370、シニア・高校生180（入館料）

大人 510、シニア・高校生 170（入園料）

1日

〜12月4日

〜11月6日

〜12月25日
22日

秋の山野草展

〜11月3日

ガーデニングコンテスト作品展／ハンギングバスケット作品展

〜6日

8日

〜23日

サボテン・多肉植物展

秋の洋ラン展（11月6日まで） 29日〜
キク展（11月20日まで） →

※休館日＝月(10を除く)、11休

8日

企画展 「生誕110年

1日

〜11月29日

ひろしま遊学の森

※休館日＝月(10を除く)、11休

☎082
（899）
2811

頼山陽史跡資料館
一般 200、大学生 150（常設観覧料）

広島県立文書館

12日

☎082
（245）
8444

広島県立図書館

※休館日＝10月無休

〜20日

日本画作品展
特集展
「頼家ゆかりの絵図」
※8日13：30～展示解説会有

☎082
（298）
5051

〜16日

※休館日＝月
(10を除く)、
11、17～19休

20日

企画展
「青年頼山陽」
※29日13：30～展示解説会有

収蔵文書の紹介展2
「収蔵資料にみる秋の風景」

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～」

☎082
（241）
4971

1日

BLEACH EX
（有料）

〜30日

〜23日

つづらふじでカゴ作り作品展
2日

〜12月25日

新藤兼人展」 ※詳細→P5

のりものあつまれ

☎082
（221）
6755

緑化センター

〜11月6日

秋の企画展
「カマキリの世界 ～ユニークな昆虫狩人～」
認知症の方の内面世界を知る

☎082
（222）
5542

☎082
（942）
0001

※休館日＝月(10を
除く)、11休

※休館日＝月(10を除
く)、11、12休

8日

中 央 図 書 館

マリホ水族館 別館

〜23日

知恵と体力でなぞを解け」

〜2日

※休園日＝10月無休

大人 510、シニア・高校生 170（入館料）

問 広島テレビ☎082（567）2500

〜11月27日

※休館日＝月(10を除
く)、11休

広島市児童生徒発明くふう展

野生きのこ展

☎082
（899）
8964

NTT クレドホール

問広島祭委員会 ☎082(554)1813

特別企画展
「コケの不思議展」
1日

森林公園こんちゅう館

5-Days こども図書館

29日 〜11月13日

秋季企画展
「広島の貨物鉄道 セノハチをゆく」

企画展
「からだ大冒険

☎082
（246）
9100

園

広島城大菊花展

21日

海の底をどうやって調べるの～パネル展

健 康 科 学 館

☎082
（922）
3600

☎082
（504）
2869

〜10日

「海図って何だろう」
～いろいろな海図

ヌマジ交通ミュージアム

〜10日

企画展 「『ごんぎつね』が語る昔のくらし｣/パネル展
「広島の海 ～海図に見る広島の海～」

☎082
（253）
6771

公

〜19日

〜12日 13日

秋のお茶道具展

物

日本画

〜10日
〜10日 11日

小田野尚之
日本画展

彩刻磁
石橋 裕史 展

☎082
（225）
2111

植

14日

防犯ポスター展

☎082
（877）
9500

9月30日

〜11月6日

志水児王・祐源紘史
「Distant Early Warning」 ※詳細→P3

☎082（856）0118 ※月～水休

〜12月11日

〜12月24日

〜開催中

〜10日

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）

〜11月23日

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
11

10月
各 種 イ ベ ン ト
日

催

1日
（土）第 6 回ひろしま遊学の森

し

物

四季の移ろい写真コンテスト

Instagram フォトコンテスト 2022 秋

時

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。

間

場

所

金※（

）内は当日

連絡先

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

※ 11 月30日まで

広島県緑化センター

応募無料（詳細はチラシ参照） ☎ 082（899）2811

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 ※ 12 月まで

紙屋町シャレオ 南通り

無料

むしむし動画コンテスト作品募集

応募先 : 森林公園・こんちゅう館

応募無料

☎ 082（899）8964

CLiP HIROSHIMA 6th Anniversary Fes!（グルメ、他）※ 2日も有 未定

CLiP HIROSHIMA

入場無料（有料イベント有）

☎ 082（567）5011

ひろしまアビリンピック（第 20 回広島県障害者技能競技大会）出場者募集 ※ 7日まで

会場 :ポリテクセンター広島（R5/1/7開催）出場無料 ☎高齢・障害・求職者雇用支援機構082（545）7150

トップスポーツ観戦ラリー

※詳細→ P15

※ 31日まで

※令和 5 年 3 月13日まで

各試合会場

☎現代美術館 082(264)1121

登録・応募無料

ひろしま遊学の森 スタンプラリー 2022 秋※ 11 月 13 日まで 9:00 ～ 16:00

広島県緑化センター / 広島市森林公園 参加無料

あさきたラウンドフィットネス※30日まで※月（10 を除く）、2、6 ～ 9、15日休 9:00 ～ 18:00（最終受付 17:00）

安佐北区民文化センター大広間

shimin-sp1@sports-or.city.hiroshima.jp
☎緑化センター 082（899）2811

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

雑誌リサイクル （対象 : 広島市立図書館の利用券をお持ちの方 / 当日先着40人） 10:00 ～ 12:30（開始 30 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

おはなし会（対象 : 幼児・小学生とその保護者 / 当日先着４組）※ 15日も有 10:30

☎ 082（824）1056

安芸区図書館

サイエンスショー ｢真空のふしぎ」※2日、8日、9日、10日、16日、22日、23日、29日、30日も有 ① 11:00 ② 14:00（申込先着各回 20 人） 江波山気象館

無料

要入館料（9/25 から HP で申込受付） ☎ 082（231）0177

プラネタリウム番組「星の降る夜に ～流星群の正体に迫る～」※平日は学習投影の場合有※令和5年7月17日まで 【平日】①11:00 ②15:00【土日祝】①11:00 ②14:00

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 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】休映

5-Days こども文化科学館

高校生以上 200

植物ガイド

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

13:30 ※毎週土・日・祝日に開催

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～」※令和5年1月15日まで 【平日】14:00【土日祝】① 13:00 ② 15:00 5-Days こども文化科学館
2日
（日）八幡川探鳥会

☎ 082（222）5346

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

9:00

みずとりの浜公園東側ベンチ

10:00 ～ 14:00

広島県緑化センター 第 3 駐車場集合 無料（自由参加）

☎ 082（899）2811

サイエンスショー「身近な科学」
（小学生以下は保護者同伴）
（人数制限有）※9日も有 ① 13:30 ② 15:00

5-Days こども文化科学館

無料

☎ 082（222）5346

秋の山野草実演会
（先着 50 人）

13:30

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

ZOO Cafe ～飼育係と動物トーク～※ 23 日も有

13:30

安佐動物公園野外ステージ

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

秋のきのこ教室
（採集用のカゴ持参）

参加費 400、中学生以下無料☎日比野 090（1356）9315

おはなし会（対象 : 幼児・小学生とその保護者 / 当日先着4組）※9日、16日、23日、30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

無料

星空ツアー「今夜の星空と『幻の星座さがし―夏秋編―』」※ 16日まで 【日曜日】16:00

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

5-Days こども文化科学館

☎ 082（221）6755

7日
（金）10 月の自然探勝
（荒天中止）

10:00

広島県緑化センター 学習展示館前集合 無料（自由参加）

8日
（土）広島城お月見ナイト
（開館延長）

9:00 ～ 20:30( 入館は 20:00 まで )

広島城天守閣

大人 370、シニア 180（入館料）☎ 082(221)7512

☎ 082（899）2811

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

☎ 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人・保護者含む）※27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 / 当日先着16人）※22日14:00 も有 11:00

佐伯区民文化センター 2 階 音楽室 無料

おはなし会

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

11:00

☎佐伯区図書館 082（921）7560

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「モーリーのマジカルサイエンスショー」※9日、10日も有 ① 11:30 ② 13:30 ③ 14:30

ヌマジ交通ミュージアム

無料・申し込み不要

☎ 082（878）6211

ビジネス相談会（対象 : 起業・経営について相談のある方 / 要申込 / 先着5人）12:00 ～ 17:00

中央図書館 3 階 セミナー室

無料（1 人 1 時間）

☎ 082（222）5542

9日
（日）第 29 回ひろしまトラックまつり

9:30 ～ 15:00

10日（月・祝）舞台技術ワークショップ レコーディングワークショップ※詳細→ P5 10:00 ～ 16:30

「中国運輸局広島運輸支局」構内
南区民文化センターホール

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）※16日も有 ① 13:00 ② 14:30（当日12:30 から整理券配布）5-Days こども文化科学館
特別講演
「月」
の科学の最前線～月と地球のビミョーな関係～ 14:00
11 日
（火）職員による植物うんちく語り
（先着 100 人）

11:00

色の力、カラーセラピーの世界～自分の色を見つけて楽しむ～（要予約 /30人） 13:00
12 日
（水）おひざにだっこのおはなし会（対象 : 乳幼児と保護者 / 当日先着4組）※26日も有 11:00
えほんくらぶ
（対象 : 乳幼児とその保護者 / 当日先着 4 組）

11:00（開始 15 分前から整理券を配布）

入場無料

☎広島県トラック協会 082（264）1501

1,500（要申込）

☎ 082（251）4120

30（材料費）※整理券がなくなり次第終了 ☎082（222）5346

広島 YMCA 国際文化センター国際文化ホール 550（要申込） ☎中国新聞文化センタークレドビル教室082（962）4111
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

一般 750、被爆者 250（入館料）☎ 082（228）7311

東区図書館

無料

☎ 082（262）5522

無料

☎ 082（221）6755

コジマホールディングス西区図書館 無料

☎ 082（234）1970

14 日
（金）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 / 当日先着4組）※21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
男女共同参画フォーラム「オトナと若者は共に職場を創れるか？」
（要申込 / 先着①60人②20人） 13:30

① Zoom によるオンライン受講②ゆいぽーと 無料（無料託児も要申込）☎ゆいぽーと 082（248）3320

企画展関連講座 「おなかの中の同居人」～腸内細菌のはたらき～（要申込 / 先着20人） 13:30

健康科学館

無料（1日9:00 から電話で申込受付）☎ 082（246）9100

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

無料
無料

15 日
（土）雑誌リサイクル（対象 : 広島市立図書館の貸出利用券をお持ちの方）10:00（なくなり次第終了）
マッピーをさがせ！2022

10:00 ～ 17:00（開館時間中）

まんが図書館あさ閲覧室

三本木山自然探勝
（荒天中止）

10:00

広島県緑化センター 第 5 駐車場集合 無料（自由参加）

☎ 0829（40）4005
☎ 082（830）3675
☎ 082（899）2811

ドライバーズビジョン（視機能診断機）体験（対象 : 幼児～小学生低学年）（受付時間）①10:30 ～ 12:30 ②13:30 ～ 15:00 ヌマジ交通ミュージアム

無料・申し込み不要

おはなし会（対象 : 幼児・小学生・保護者 / 当日先着 4 組）※ 23日も有 11:00

東区図書館

無料

☎ 082（262）5522

おはなし会
（対象 : 幼児から 定員 : 当日先着 9 組）

南区民文化センター 3 階 大広間

無料

☎ 082（251）1080

おはなしいっぱい ～秋の巻～（対象 : 幼児・児童とその保護者 / 当日先着15人）11:00

佐伯区民文化センター 2 階 大広間 無料

☎佐伯区図書館 082（921）7560

みどりとむし講座
「アサギマダラ観察会」
（先着 100 人）

植物公園

大人 510、シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600
150（要入館料・9/25 から HP で申込受付） ☎082（231）0177

11:00
11:00

☎ 082（878）6211

サイエンスワークショップ「金魚のアクアボトル」
（申込先着各回 9 人）① 11:00 ② 14:00

江波山気象館

おはなし会
（対象 : 幼児・小学生 / 先着 10 人・保護者含む） 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

市民講演会
「知って安心

県民文化センターホール（WEB で後日配信有） 無料（要申込・9/30 締切）

がん治療と地域のサポート」

13:00

企画展関連講座「君も科学者！実験に挑戦」
（対象 : 小学生と保護者 / 要申込 /20組）13:30
余暇活用相談会
「あそびカフェ」
（お話と相談）

14:00

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
おはなし会（対象 : 幼児・小学生と保護者／当日先着 4 組）※ 23日も有 14:00（当日13:30 ～整理券配布）

info@gan-hiroshima.com

健康科学館

無料（1日9:00 から電話で申込受付）☎ 082（246）9100

合人社ウェンディひと・まちプラザ

無料（要申込）

JMS アステールプラザ 5 階 中音楽室 無料

☎ 082（545）3911
☎中区図書館 082（248）9300

安佐北区図書館 おはなしのへや

無料

☎ 082（814）0340

森林公園

無料

☎ 082（899）8241

パパのための子育て実践講座（対象 : 市内在住の１歳児と父親）※11月13日も有 10:30（要申込 / 先着各日10 組）

健康科学館

無料（2日9:00 から電話で申込受付）☎ 082（246）9100

みどりと虫講座
「ドングリと虫」
（要申込）

森林公園・こんちゅう館

要入館料（6日申込締切）

教室「山まゆ糸でブレスレット作り」
（対象 : 小学生以上 / 抽選 15 人） 13:00

郷土資料館

参加費 500（1日～ 5日申込受付）☎ 082（253）6771

第 8 回オオサンショウウオ共同シンポジウム

安佐動物公園動物科学館 2F ホール 大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

16 日
（日）グリーンアドベンチャー

9:00 ～ 14:00
10:30
13:00（WEB 開催も有）

海辺の教室「太田川と広島湾 - アユの一生」
（対象 : 小学3 ～ 6年生と保護者）13:00
18 日
（火）おはなし会
（対象 : 乳幼児と保護者 定員 : 当日先着 9 組）
12

料

※ 11 月30日まで

① 10:30 ② 11:05

☎ 082（899）8964

水産振興センター

無料（要申込・往復はがきかメールで 5日必着） ☎082（277）6609

南区民文化センター 3 階 大広間

無料

☎ 082（251）1080

2022.10
日

催

し

物

時

間

場

所

料

金※（

）内は当日

連絡先

19 日
（水）文学講座「祇園精舎の鐘」はどんな音、平家滅亡の理由を平家作者はどう捉えたのか。 13:30（対象 : 中学生以上／講師 : 佐藤茂樹 / 要申込・先着50人） 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） ☎ 082（814）0340
20 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
ひろしま IT 総合展 2022 講演会※ 21 日 10:30 ～ 16:30 も有 11:00 ～ 17:40
21 日
（金）おやこひろば「健康サポーターさんのお話」
（対象 : 未就学児と保護者 / 要申込 / 先着10組） 10:30
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
絵本が教えてくれる
「狂信」( 出演 : 亀井佳代子 )

19:00

22 日
（土）「太田川源流の森」森林保全活動（対象：小学生以上 / 小学生は保護者同伴）8:50 ～ 16:00

無料

☎ 082（814）0340

南区民文化センターホール・スタジオ 無料（要申込）☎広島県情報産業協会内 082（242）7408
ゆいぽーと

無料

☎ 082（248）3320

JMS アステールプラザ 4 階 大広間 無料

☎中区図書館 082（248）9300

①ハチドリ舎店内 ②オンライン

① 1,000+1ドリンク② 1,200

☎ 082(576)4368

太田川源流の森（広島市水道局集合） 参加料無料（要申込・9/30必着）☎水道局企画総務課082(511)6808

もみじ祭り ※ 11 月 13 日まで

9:00 ～ 16:00

広島県緑化センター

入園無料（一部有料有）

小学生の飼育体験教室※ 28 日も有

9:30 ～ 15:30

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

☎ 082（899）2811

どんぐり教室
（要予約・先着 15 人）

10:00

広島県緑化センター 学習室集合

無料

君も漫画家！小学生漫画イラスト講座（対象 :3 ～ 6年生 / 要申込 / 先着15人）※29日も有 10:00（持参 : 筆記用具等）

合人社ウェンディひと・まちプラザ

無料（1日10:00 から申込受付）☎まんが図書館082（261）0330

☎ 082（899）2811

おはなし会
（対象 : 幼児・小学生 / 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

職員による植物うんちく語り
（先着 100 人）

11:00

植物公園

大人 510、シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

広島市姉妹友好都市の日記念イベント
「重慶の日」

13:00

留学生会館

無料 ☎（公財）広島平和文化センター国際市民交流課082（242）8879

教室
「手すきハガキ作り」
（対象 : 小学生以上 / 抽選 20 人）

13:00

郷土資料館

☎ 082（234）1970

参加費 50（1日～ 5日申込受付）☎ 082（253）6771

男女共同参画入門講座「ポピュラーカルチャーから見るジェンダー」 14:00（対象 : 高校生以上 / 要申込 / 先着 15 人）Zoom によるオンライン受講

無料（15日まで申込受付）☎ゆいぽーと 082（248）3320

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）

☎ 082（545）3911

プロデューサーズ・トーク
（ゲスト : 新藤次郎）

14:00

映像文化ライブラリーホール

無料（要申込）

☎ 082（223）3525

けんりつ・おはなし会

14:00

県立図書館

無料

JMS アステールプラザ大ホール

5,500

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー落合博満講演会 2022 15:00
23 日
（日）つづらふじでカゴ作り
（要予約 / 先着 15 組）

☎ 082（241）4973
☎夢番地 082（249）3571

10:00 ～ 14:00

広島県緑化センター 学習室集合

材料費 1,500

☎ 082（899）2811

第 4 回かかし祭り 表彰式

11:00

森林公園

無料

☎ 082（899）8241

虫講座
「カマキリのはなし」
（要申込）

13:30

森林公園・こんちゅう館

要入館料（13日申込締切）

☎ 082（899）8964

ガーデニングコンテスト受賞作品解説
（先着 100 人）

14:00

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

5-Days こども文化科学館

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

広島県民文化センター地下１ 階

1,500（当日受付可）

星空ツアー「今夜の星空と『ブラックホールがあった！』」※令和5年1月15日まで 日曜日16:00
25 日
（火）生涯学習教養講座 10 月教室『一人暮らしの効用 （
』講師 : 作家 平塩清種）13:30

☎事務局 070（8972）3309

26 日
（水）読み切り文学講座 第１回（曹氏兄弟）※11/11第2回（オスカー・ワイルド作品）も有 10:00（対象:高校生相当年齢以上/要申込/各回先着20人） 南区民文化センター 3 階 大会議室 A 無料（1日9:00 から申込受付） ☎ 082（251）1080
令和4年度読み聞かせボランティア講座（対象 : 安佐南区内の図書館などで読み聞かせをしている人など） 10:00（要申込・先着 20 人）

マエダハウジング安佐南区民文化センター 無料（1日9:00 から申込受付） ☎マエダハウジング安佐南区図書館082（879）5060

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

10:00

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

27 日
（木）BOOK-KIDS

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など / 各回当日先着 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

無料

☎安芸区図書館 082（824）1056

転倒予防のための運動講座
（要予約 /10 人）

一般 750、被爆者 250（入館料）☎ 082（228）7311

10:45

ストーリーテリング講座
（講演会）
※ 28 日 10:30 実演・指導も有 14:00
弁護士 BAR「ウクライナ侵攻と憲法」( 出演 : 加藤健一郎 )

19:00

（らくらく七福神コース他計 5 コース） 10:00
28 日
（金）ふたばの日定期ガイド
カミチカ 手作り雑貨

※ 29 日も有

10:00 ～ 20:00

天然温泉・クアハウス 神田山荘

コジマホールディングス西区民文化センター 大会議室 無料（要申込・1日から受付）☎コジマホールディングス西区図書館082（234）1970
①ハチドリ舎店内 ②オンライン

① 1,000+1ドリンク② 1,200

☎ 082(576)4368

ＪＲ広島駅新幹線口２階ペデストリアンデッキ中央 無料・予約不要☎東区役所地域起こし推進課内082（568）7704
シャレオ内紙屋町ベース

無料

☎福留 090（2004）7884

毛糸で作ろう！ポンポンのクリスマスツリー（要申込 / 先着20人 / 持参物 : 毛糸３玉、木綿糸） 10:00

安芸区民文化センター 美術工芸室 無料（1日9:00 から申込受付）☎安芸区図書館082（824）1056

広島県民文化大学
「田中優子講演会」

14:00

広島文化学園 HBG ホール

会員制（入会制）

横川ゾンビナイト 8

17:00 ～ 20:00

横川商店街一帯

イベントにより異なる ☎横川商店街振興組合082（232）2434

※ 29 日 13:00 ～ 20:00 も有

29 日
（土）秋のグリーンフェア※ 11 月 3 日まで

9:00 ～ 16:30

第 12 回ひろしま遊学の森 こども写生大会
（対象 : 小学生以下） 10:00

☎事務局 082（249）1200

植物公園

入園料無料、駐車料有料

広島県緑化センター 緑の相談所

無料（自由参加 / 画材持参 / 画用紙以外）☎082（899）2811

☎ 082（922）3600

講座「わたしも僕も片づけヒーロー ―さぁ 始めてみよう楽しくなるお片づけ―」 10:00（対象 : 小学生とその保護者 / 要申込 / 先着30人）佐伯区民文化センター 2階 大会議室 A・B 無料（1日9:00 から申込）☎佐伯区図書館082（921）7560
ユニセフチャリティウォーク
「平和記念公園慰霊碑オリエンテーリング 10:30

広島平和記念公園

18歳以上300（定員30人）☎広島県ユニセフ協会 / 高田082（231）8855

介護講座
（要申込 / 先着 6 人）

ゆいぽーと

無料（無料託児も要申込）

①ハチドリ舎店内 ②オンライン

① 1,500+1ドリンク② 1,500

☎ 082(576)4368

森林公園

無料

☎ 082（899）8241

14:00

～いつか必ず訪れる死別にそなえて～実践者に学ぶ、聞き書きインタビューのコツ 19:00
30 日
（日）ハロウィンコスチュームを作ろう ＆ハロウィンパレード

9:30 ～ 14:00

☎ 082（248）3320

アース・ミュージアム元宇品 地球さんぽ
「秋を楽しむ」

9:50 ※雨天中止の場合有

元宇品港公園

100 ☎南区役所地域起こし推進課内 082（250）8935

オンライン講演会
「7 カ国語で話そう」

10:00

オンライン
（zoom）

無料（前日16:00 までに要申込） ☎ヒッポファミリークラブ西日本0120（557）761

ハロウィン
「蟲の館」
クイズラリー（各日先着当日 100 人）

① 10:00 ② 13:00

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

神田山荘フェスタ 2022

10:00 ～ 16:00

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

動物園で計量記念日～どうぶつ重さ長さクイズ～

11:30

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

芸術関連講座「図書館で気軽に学ぶクラシック音楽の世界～古典派を中心に～」 14:00（講師 : 岩下恵美 / 要申込 / 先着 30 人）JMS アステールプラザ 5階 中音楽室 無料（1日から申込受付）☎中区図書館 082（248）9300
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（11 月に開催する催しは 9 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）

広島ガスグループは持続可能な開発目標（SDGs）を
支援しています。

広島ガスホームページで
公開中

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
13

しゅ り けん

「手裏剣を投げたりするのが楽しかった」
子ども演劇体験教室（子ども忍者修行体験）
文・写真 : to you 市民パブリシスト

有田武志

「忍者」と聞けば、戦国時代に超人的な技を繰り出して大活躍す

やってみたかった手裏剣投げ

よらば斬るぞ！

情報伝達はジェスチャーで

こども忍者認定書をもらったよ！

るヒーローを思い浮かべるのは、今の子どもも昔の子どもも変わ
りはないようだ。
夏休みも半分以上過ぎた 8 月 17 日、広島市青少年センター主
催「こども忍者修行体験」が開催され、小学生限定 20 名募集のと
ころ、キャンセル待ちが出る人気だった。コロナ不安が冷めやらぬ
渦中の催しとあって、全員がマスク姿で出席した子どもを見て、覆
面が不可欠の「忍者」入門生らしく見えてほほえましかった。
忍者の所作を取り入れたノリのいい「忍者体操」でリラックスす
ると、いざ、修行に突入。修行の課題は子どもが楽しめるようにア

その他、戦国時代の武将の必需品「兜」
「鎧」
「刀」が用意され、自由に

レンジされていた。
「忍者」といえばイメージする「手裏剣」。今回の

着用でき、得意顔で盛んに写真を撮ってもらっていた。最後に、楽

子どもの最大の楽しみだ。五人一組にグループ分けされ、まず、色

しみにしていた「子ども忍者認定書」が全員に贈られ、夏休みの思

紙で折った手裏剣を、
「 的」の箱めがけて投入し成功する数を競っ

い出が形となり残ることだろう。

たが、これは簡単には入らなく戸惑う場面が多かった。

今、この度の取材記を書きながら思った事は、今後同様の催しが

そして、次はいよいよ用意された十字型の金属製の手裏剣で

企画されるなら、
「 こども忍者認定書」には、手書きでよいので「氏

「的」を狙い、見事命中するとガッツポーズが出て、まるで表情が違

名」を記入して、出来れば全員揃った前で、その名前を読み上げて

う。子どもが苦戦したのは「伝達修行」。敵に分からぬように情報を

渡していただけたら、子どもの感動がより深いものになるのでは

ジェスチャーで伝えるというものだが、正答率は少なく悔しそう。

と思い、老婆心ならぬ、
「老爺心」を記させていただきます。
 「to you 市民パブリシストによるバックステージレポート」は 3 ヵ月毎に掲載します。

知 ら せ
お

『to you 市民パブリシスト』募集（P14上記コーナーを取材）

to you の市民パブリシスト（市民記者）を募集します。イベント等を取材し、誌面でその魅力を伝えていただきます。お気軽に応募、問い合わせください！
応募資格：
（1）広島市内在住・在勤・在学の方（高校生相当年齢以下の方は保護者の同意が必要）（2）写真撮影の機材等を用意できること（スマートフォン含む）
（3）無償で活動できること ※取材手当はありませんが、取材 1 記事につきクオカード（1,000 円分）を進呈。
詳細は文化財団ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
広島市文化財団企画事業課 to-you 係 TEL.082-244-0750
to-you@cf.city.hiroshima.jp

広島市文化芸術活動活性化臨時支援事業補助金

新型コロナウイルス感染拡大防止措置を十分に講じた文化芸術活動に対し、ホール等の会場使用料等を支援
（1）補助対象事業：5 者以上の出演者（広島市内を活動拠点とし、原則として直 （5）申込受付期間
近１年以内に広島市内での出演等の実績がある者）が参画（出演、出品、制作 【第 2 期】令和 4 年 10 月 3 日（月）9：00 ～令和 4 年 10 月 31 日（月）17：00
等）し、広く市民が視聴、鑑賞又は参加できる文化芸術の公演又は展示
（令和4年11月1日
（火）
～令和5年3月31日
（金）
に実施する公演・展示分）
（2）
対象施設：広島市内にあるホール、劇場、ライブハウス、ギャラリー等の文
（6）申込方法：広島市ホームページから様式をダウンロードし、必要書類とと
化施設等を会場とするもの
もにメールで提出
（3）
補助対象期間：令和 4 年 7 月 1 日（金）～令和 5 年 3 月 31 日（金）
（4）
補助率及び限度額等 補助率：1 ／ 2 又は 1 ／ 3 限度額：公演は 30 万円
（1日分まで）
、
展示は 20 万円
（1会期分まで）
詳細は募集要項（広島市ホームページに掲載）をご確認ください。
問／広島市文化芸術活動活性化臨時支援事業事務局 TEL.082-299-0900（平日 9：00 ～ 17：00）

bunka-hiroshima@assistinc.co.jp
※今月号の「グループ紹介 なかまたち」はお休みします。

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
14

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。

● HIROSHIMA Contemporary Arts
and Crafts 2022/ 旧千葉家住宅

▲

江戸時代中期の民家建築旧千葉住宅に、陶磁・染織・
金属・七宝・竹による現代工芸美術家協会・広島有志
14 名の美術作品を展示します。
「時空を超えた空間」と
「アートシーン」をどうぞご高覧ください。
時／ 10 月7日
（金）
〜10日
（月・祝）
、21日
（金）
〜24日
（月）
10：00〜16：00
会／旧千葉家住宅（安芸郡海田町中店 8-31）
料／無料 問／織田幹雄スクエア TEL.082-822-7373

●現代の三味線
野澤徹也三味線合奏団広島支部 第８回演奏会

▲

三味線奏者・野澤徹也氏のもと、三味線による現代邦楽を楽し
く演奏しています。8 回目となる今回は、広島初演の 2 曲をは
じめ、三味線の多彩な魅力を存分に味わえる曲ばかり。斬新で
新鮮！ 迫力ある三味線合奏をお楽しみください♪
曲目：《花簪》杵屋正邦作曲、
《残夢（初演）》江原大介作曲、ほか
時／ 10 月 15 日（土）15：00 〜
会／合人社ウェンディひと・まちプラザ 料／無料
notejapan.taki@gmail.com
問／伊藤 TEL.090-7897-6800

●第 21 回縮景園邦楽鑑賞会
～和の音色でめぐる日本紀行～

▲

日本列島の各地域に伝えられた音楽には、人々の様子
やその背景にこの国の歴史などが盛り込まれていま
す。秋色の日本庭園で身近に箏、地歌や尺八を鑑賞して
みませんか。
曲目：北海民謡 越後獅子 花売り女 川千鳥 他
時／ 10 月 23 日（日）1 部 10：30 ～ 2 部 13：30 ～
会／縮景園 清風館 料／各部 2,500 円（＋縮景園入館料）
問／広島邦楽連盟事務局 TEL.082-228-8693

●演櫓遥々 Vol.10 桂三若の鯉城 de 情熱ひとり会
～広島カムバック寄席～

▲

イベントや「to you」の感想、身近な出来事などを200

文芸

だ
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っ
と

市民文芸作品集
「文芸ひろしま」より

か
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響かす船が波立てて

牡蠣筏目がけて
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32
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いわし雲

検索

TEL.082-243-0579

■お便り大募集

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。
【プレゼント】❶映画『明日に向かって笑え！』鑑賞券（3 組 6 名様）※詳細
→ P3 ❷「ヨシタケシンスケ展かもしれない」鑑賞券（5 組 10 名様）※詳細
→ P3 ❸第二回 平和の舞＜神楽の学校 2022 ＞鑑賞券（2 組 4 名様）※詳
細→ P16 ◆締切／ 10 月 10 日（月・祝）※当日消印有効

夕焼けの空

トップスポーツ観戦ラリー

コロナ増加や猛暑に加え、80 歳になり体調不良もあり「to you」を見てい
いなと思っても外出がおっくうになっていました。でもこのままでは家に
閉じこもりぎみになってしまうと考え、
「芸術の秋」にするべく自分のペー
スで見て歩ける美術館から行ってみようと思っています。出かけたくなる
ような情報を楽しみにしています。

（安佐南区 N.K さん）
☆いつも「to you」を見ていただき、ありがとうございます。芸術の秋とい
うことで、10 月号・11 月号は展示情報がかなり充実する時期ですので、
ぜひ活用してみてください。
（編）

川西 玲奈

Web

●秋のお出かけ情報に「to you」
を活用

泳ぐ海

詳しくは

問：広島市スポーツ協会

三原市に引っ越したらコロナ禍になり家に引きこもっていた。ワクチンを
接種したのでこの春からヨガを始めた。瞑想やポーズは数年前に少し習っ
たのが役立ちわりとすんなりできた。しかし先生の息を吸って吐いての声
に合わせると一息がとても長くて私は二つ息をしていた。半年経ち合わせ
る事ができる時とそうでない時があり家で息の練習もしてる。その日は一
日中体が軽く血流も良くなってると感じる。

（三原市 竹内千香子さん）
☆かなりゆっくりと深い呼吸をするのですね。自律神経が整えられて健康
に良さそう。きっとコロナの予防にも効果があると勝手に思っていま
す。
（編）

号ジュニアの部・小学生高学年・俳句部門）

トップス広島加盟チーム（カープ・サンフレッチェ広島等の 10
チーム）の広島県内でのホームゲームを観戦し、スマートフォン
で試合会場の「スタンプ二次元コード」を読み込み、チームスタ
ンプを集めて応募しよう！ ３チーム分でサインボール等のチー
ム関連商品、４チームで直筆サイン入りレプリカユニフォーム等の
「トップス広
島プレミア賞」が抽選で当たります。

●ヨガ始めました

（第

●トップスポーツ観戦ラリー

先日、廿日市市のさくらぴあで行われた愛知県立芸術大学在学生による
「モーレ四重奏団」のコンサートに行ってきました。コロナ禍ということ
で、直前に出演メンバーの変更があったようですが、とても素晴らしい演
奏でした。ヴィオラの園部さんは広島市出身とのことで、今後の活躍を期
待しています。
（安佐南区 いちごさん）
☆コロナ禍の中で行う芸術活動の大変さを感じますが、無事に開催されて
よかったです。広島では「威風堂々クラシック」などの音楽イベントに出
演してきた園部さん。活躍を応援しましょうね。
（編）

「文芸ひろしま」第 号は
広島市内の主要書店等で販売中

広島城二の丸でお届けする落語会。1 年で 500 席、伝説の武
者修行ツアーで全国を駆け巡った桂三若、再び見参！
時／ 10 月 23 日（日）18：30 ～
会／史跡広島城跡二の丸復元建物（広島市中区基町 21）
料／無料。要申込・往復はがきに①郵便番号②住所③氏名④電
話番号を記載し下記へ送付。１枚のはがきで複数名応募可能
（参加希望者の氏名を記載）。10 月 11 日（火）必着。抽選 40 人。
問・申込先／〒 730-8586 中区国泰寺町一丁目 6-34
広島市市民局文化スポーツ部文化振興課 広島城活性化担当 TEL.082-504-2869

●活躍を期待

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
15
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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。
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県内各地域の神楽に親しむ

第二回 平和の舞 ＜神楽の学校2022＞ 総監督 伴谷晃二
-現代によみがえる“儀式舞”比婆荒神神楽他- ［レクチャー・ワークショップと神楽公演］
～総監督 伴谷晃二さんより～
神楽は本来
「地域文化」
の共同体から醸しだされてきたものであり、
“農耕
儀礼と奉納”
だけでなく、
亡くなられた方々への
“鎮魂と再生と復興”
を原
意としています。
このプロジェクトは＜多文化社会と共生＞の理念のも
と、
＜ヒロシマからのメッセージ
“負の遺産 核兵器廃絶・平和への希求”
＞
を世界に発信し祈念することを目的に、
神楽を
「平和の舞」
として、
県内10
の神楽団に舞を披露していただくと同時に、
神楽の歴史レクチャーやワー
クショップを通して、
神楽文化を深く掘り下げていきます。

上中調子・あおぞら子供神楽団（広島市）

時／ 11 月 13 日（日）
［レクチャー＆神楽公演ワークショップ 10：00 ～］、
［神楽公演 13：30 ～］
会／ JMS アステールプラザ 中ホール
料／一般 2,000 円（当日 2,500 円）、小中高 1,000 円（当日 1,500 円）、ペア 3,000 円（当日 3,500 円）
問／ヒロシマ・ミュージック・プロジェクト事務局（ともたに） TEL.0829-38-2264（9：00 ～ 17：00）
（公財）広島市文化財団・JMS アステールプラザ TEL.082-244-8000

第30回

比婆荒神神楽社（庄原市）

読者プレゼント（P.15 に詳細）

神楽祭

佐伯区内に拠点を置く8 団体とゲストを迎えて送る神楽の祭典。地域に古くから伝わる安芸
十二神祇神楽や芸北神楽
（旧舞、
新舞）
もあり、
見ごたえ十分。
きらびやかな衣装や迫力満点の面、
日ごろの修練が忍ばれる息の合った舞と笛や太鼓。
ライブでしか味わえない臨場感を楽しんで。
時／ 11 月 27 日（日）9：30 ～（開場 9：00 ～）
会／佐伯区民文化センター ホール
料／指定 A 席 1,500 円、指定 B 席 1,200 円、自由席一般（高校生以上）1,000 円（当日 1,200 円）
自由席小中500円、
未就学児無料 ※チケットは佐伯区民文化センターで10月25日
（火）
10：00～販売開始
問／佐伯区民文化センター TEL.082-921-7550
【出演神楽団】
ゲスト：原田神楽団（安芸高田市）
水内神楽団、下五原神楽団、大森神楽団、石内神楽団、五日市芸能保存会、観音神社神楽保存会、下河内神楽団、
高井神楽団※出演団体は変更する場合があります。

神楽インタビュー

あ と

阿 刀 神楽団団長

浜広直樹さん

過去の公演より

第二回 平和の舞＜神楽の学校2022＞に出演

伝統を未来へつなぐ意識を団員一人一人が持って活動
阿刀神楽は、
沼田町戸山
（安佐南区）
に江戸時代後期から続く神楽で、
旧舞
と呼ばれる昔ながらの十二神祇神楽です。
舞いに柔術の技が取り入れら
れているのが特徴で、
古い様式を留めていることから1965 年に広島県無
形民俗文化財に指定されました。
代々伝わる12 演目全て舞えるようにな
るには20 年は必要です。
長年、
口伝と体伝で伝承してきましたが、
近年は
デジタル機器を使いながら全員が正しい基本の動きを身につけ、
次世代
に伝えられるよう基本の探求と資料発掘に務めています。
小学校での神
楽授業など、
後継者の養成も地道に行っています。
無形民俗文化財であることは地域の誇りです
し、
絶やしてはいけないという使命感を持って活動しています。
中国地方に神楽団はたくさんあ
りますが、
同じ
「天の岩戸」
でも神楽団によって舞いが違います。
複数の神楽団が競演するイベン
トでは、
それぞれの団の特徴や舞いの違いを観ることができます。
他団体を目当てに来られたお
客さんにも自分達の舞を知ってもらうチャンスで、
私達にとっても競演は楽しみです。

阿刀神楽団ならではの演目「八つ花の舞」。刀
を持つ 4 人の円舞は、力強くも美しく、柔術を
取り入れた特徴が強く出ている。

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750

