
 つどい まなび 楽しむ 
まちづくり・生涯学習・ボラン
ティアのおまつりへ、ようこそ。 

ステージ     南-１ ロビー特設ステージ  ※プログラムの時間・内容は予定です。 

時間 出演者 演目など 

10:30 開会式  

 広島少年合唱隊 少年合唱 「世界が一つになるまで」「COSMOS」「おりづる」 

11:00 広島法輪功愛好者の会 心も体も元気一杯！ 気功演武 「法輪功五式動作」  

11:20 コーラス“つばさ” 女声コーラス 「蘇州夜曲」「一本の鉛筆」「心の瞳」ほか 

11:40 小唄の唄と三味線 梅田笑子 「二年坂」「菊の宴」「囲」「鈴の音」「忍び駒」 

12:00 白い杖ＳＯＳシグナルを広める会広島 白い杖ＳＯＳシグナルの説明と協力のお願い 

12:10 アンサンブル“団” 大正琴アンサンブル 「スキヤキ」「海の声」「黄昏のビギン」ほか 

12:40 佐々木著とヒロシマ・ハーモニカン・ファミリー 羽音で楽しむ音果の響き 「青い山脈」「どこまでも行こう」ほか 

13:10 舞 ひかる 日本舞踊 「露しぐれ」「むらさき雨情」 

13:30 カサ・ルセス フラメンコ演舞 「バンディード」「タンゴ・デ・マラガ」 

13:50 すずらんクラブ カラオケ歌唱 「泣かせ酒」「雪舞いの宿」「望郷縁歌」「母ちゃんの浜唄」 

14:20 美鈴が丘ＯＢ会銭太鼓愛好会 銭太鼓演舞 「美鈴音頭」「大広島音頭」「お祭りマンボ」ほか 

14:40 中島 幸司 “袋町の天才マジシャン” マジックショー！ 

15:00 お笑い一人芸！ 真田 決(また・きます) 「バナナの叩き売り」ほか･･･さて何が出るかお楽しみ！ 
    

10:30 NPOあおぞら子供神楽団 子ども神楽「天の岩戸」「悪狐伝」 

12:30 竹屋ギター・マンドリンアンサンブル 里の秋コンサート 「愛の挨拶」「魅惑のワルツ」「オリーブの首飾り」ほか 

12:55 元村 操 民謡と語り 「広島木遣り音頭」「姉子もさ」 三味線生演奏で 

13:15 広島ボンバーズ ダンスパフォーマンス 「フットルース」「トップテンツイスト」「バコバコ」ほか 

13:40 ウェンディコーラス & Pan・Cox広島 女声コーラス 「世界一周」「ステンカ・ラージン」「悲しき天使」ほか 

14:05 BEBE & PRP DANCE GROUP feat. Yumichan  Halina sa piespa! みんなでお祭り！フィリピン民謡と踊り、フラダンス、歌ほか 

14:30 広島演歌ギター倶楽部 西田元一 これが「昭和の演歌ギター」だ!! 「津軽海峡冬景色」「函館の女」ほか 

14:55 フラ・ラー ハワイアン・フラ 「ナ・オノ・オ・カ・アイナ」「カイマナヒラ」「涙そうそう」ほか 
   

関連情報>１５日(日) エリザベト音楽大学学生による演奏会は、北棟６階 マルチメディアスタジオです（11:00～12:30） 

 

14 

日 

(土) 

15 

日 

(日) 

屋外テント（バザーほか）     屋外・両日開催 

出展者 内容、販売物  

NPO虹橋の会 肉饅頭、水餃子、手芸品（編物）ほか 

広島なずなの会 無農薬・無化学肥料で育てた野菜、あん餅、ジャム 

ふるさと祇園まちづくりの会 餅つき体験、野菜、果物 

ひろしま紙芝居村 広島の物語を、日本ならではの「紙芝居」で上演します！ 
 

関連情報> 北棟６階 マルチメディアスタジオ前ロビーに カフェあります。（両日） 

 
まちづくり、市民活動、ボランティア、生涯学習の情報あります 
◆南棟１階ロビー 広島市内および近郊のイベントや講座、ボランティア募集などのチ

ラシを常時配架しています。フェスタ中は、市内中心部のなつかしい映像の上映も。 

◆南棟３階フリースペース 市内・県内および全国の市民活動団体や

NPO の情報誌や、各地の生涯学習センター・NPOセンター、助成団体等の

情報誌、関連書籍や雑誌、辞書類の閲覧ができます。 

学 

１０/１４ 土 日 １５ 
１０：３０～１５：３０ 

会場 合人社ウェンディひと・まちプラザ 
広島市まちづくり市民交流プラザ / 中区袋町 6-36 
※ 駐車場はありません。公共交通機関でご来場ください。身障者車両は 3台まで可（予約不可）。 

 082-545-3911 / FAX 082-545-3838 
 m-plaza@cf.city.hiroshima.jp /  http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/ 

まちづくり市民交流フェスタ実行委員会、(公財)広島市文化財団まちづくり市民交流プラザ 

交通案内 
駐車場はありませんので、公共交通
機関をご利用ください。 
身障者用駐車場のみ 3 台分用意し
ています（予約不可）。 

自転車・バイクは、建物地下の市営
駐輪場（有料）をご利用ください。入
口は北西側にあります。 

主催 

ステ 

屋外 

広島市内を中心に活動 

する市民団体やボランティ 

ア団体、人材バンク登録者が、 

展示、体験、講座、上映会、バザー、ステージ

など様々なイベントで、みなさんをお出迎え！ 

プラザで一緒に楽しみませんか？ 

お誘いあわせて、ぜひご来場ください。 

このパンフレットは、１０月１日現在の情報で作成しています。内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。 

入場無料 
一部、材料費等

が必要です 



   

講座・講演会 講座・講演会への参加は、事前申込みの方を優先します。当プラザで 10/12(木)まで、事前受付をしています。 

時間 テーマ          ※の講座は、事前受付はありません。 講演者   会場 

13:00～14:00 食べ物に含まれる糖を考える（糖とは？体に悪い？良い？）※ (一社)農・食・医同源研究センター 北-４ ギャラリー前 

13:00～14:00 いのちの教室～動物の現状とあなたにもできること～ Animal Happy Project 北-５ 研修室Ｂ 

13:30～15:00 広島の「鉄の文化」に学ぶ 足利 宏二  北-５ 研修室Ａ 
    

10:30～12:00 写真が変わる！撮影の最新技法（解説、実演、体験） ※ フロンティア 伊藤 豊 南-２ フリースペース 

10:45～12:15 子どものための体幹トレーニング講座（小学生・保護者対象） NPO広島ライフサポートプロジェクト 北-５ 研修室Ａ 

12:00～13:30 アナタの知らないマインドフルネスの世界（お話と体験） NPO ワン・シード 北-５ 研修室Ｃ 

12:30～15:30 コーチング体験会（関係をよくするコミュニケーション方法） 日本コーチ協会 広島チャプター 北-５ 研修室Ｂ 

13:30～15:30 終のすみか ホームホスピス ～ホームホスピスって？～ (一社)フッフール 北-５ 研修室Ａ 

13:00～13:30 認知症と遺言 （質問大歓迎です）             ※ 木村 省三 北-４ ギャラリー前 

13:30～15:00 夕べになっても、光がある（70歳から大学へ・実践者のお話） 生涯学習相談会「まなび Cafe」 北-６ マルチメディアスタジオ 

14:00～15:30 「健康お手玉」講座 お手玉で体と心と頭を元気に（要材料費） ひろしまお手玉の会 北-５ 研修室Ｃ 

 

上映会・演奏会 事前申込み不要です。どなたでもどうぞ。  

時間 テーマ・演目など 出演者 会場 

11:00～12:00   プチ紙芝居大会！広島の地域に伝わる物語&カープ物語 ひろしま紙芝居村 北-６ マルチメディアスタジオ 

11:00～12:45 （午前） 広島を盛り上げる実行委員会 北-５ 研修室Ｃ 

13:30～15:15 （午後） 広島を盛り上げる実行委員会 北-６ マルチメディアスタジオ 
    

11:00～12:30 エリザベト音大の魔法にかけられて･･･（「情熱大陸」「トゥモロー」ほか） エリザベト音楽大学学生 北-６ マルチメディアスタジオ 

関連情報> 15日(日)午後マルチメディアスタジオで「余暇活用相談会 まなび Cafe」を開催します。実践者のお話と相談会です。 

 
展示・体験コーナー    北-４ ギャラリー 一部材料費等が必要です。成果物やチャリティー物品の販売も。 

相 子 主な内容 出展者 備考 

相  相続・後見の無料相談会 NPOひろしま相続・後見サポートセンター  

相  余暇の活用方法や「余暇診断シート」を使った無料相談会 タノシビトのためのあそび Cafe  

  健康・生きがい・仲間づくり活動紹介、作品展示 いきいき会  

   子 インドネシア支援活動紹介・伝統的な織物を使った工作 インドネシア国際貢献プロジェクト  

 子 途上国の子どもたち支援・手紙を書く体験 プラン広島の会  

  会場で川柳募集！15日(日)13:00 まで受付・表彰あり 志麻番傘川柳会  

  カンボジア支援活動紹介・雑貨販売 学生団体 Tveachol (トビアチョール) 14日(土)のみ 

   子 タッピングタッチ体験 心と体の緊張をほぐしましょう NPO心の救急箱 15日(日)のみ 

  ストレッチ編みの紹介、作品展示 ストレッチ編講師会 広島支部  

相  ひろしま NPOセンタースタッフによる市民活動の無料相談会 市民活動なんでも相談会  

  家計相談会「知る」からはじめよう！家計の「ゆとり」作り NPO日本マネーバランス FP協会  

   子 折り紙教室「ジャック・オー・ランタン」「妹背山」参加先着でプレゼント有 日本折紙協会 広島支部 15日(日)のみ 

   子 気功体験、蓮の花の折り紙 広島法輪功愛好者の会  

  映画サークル紹介と「例会」上映作品の紹介 広島映画サークル協議会  

  世界核被害者の写真展（核実験、ウラン鉱山周辺ほか） 被爆体験を継承する会  

   子 紙けん玉体験 広島県生涯学習インストラクターの会  

  タイ児童支援施設紹介、写真展、フェアトレード紹介 NGO Art Angel International  

   子 地震に強いおうちを作ろう（ペーパークラフトで防災学習） (公社)広島県建築士会社会活動委員会女性部会  

   子 動物ボランティア活動紹介、クイズ Animal Happy Project 14日(土)のみ 

   子 楽しいバルーンアート体験 小林繁子 15日(日)のみ 

相   久保玲子  

相   ひろしま終活サポートセンター  

 

南-２ フリースペース おとなも子どもも楽しい体験がいっぱい！一部材料費等が必要です。 

相 子 主な内容 出展者 備考 

   子 ねんどで楽しくアート体験！「犬の形のストラップ」「しずく形のキーホルダー」  子どもアート教室 14日(土)のみ 

   子 今年のえと・雄鶏のコケコッコー工作（鳴きます） マサじい 15日(日)のみ 

   子 紙コップで工作！ロケット・車・いろんな乗り物 Ｅフロンティア  

 子 体験会 ポップアップ切り絵「折り鶴」・ちぎり絵「干支・戌」 NPO虹橋の会  

 子 なにかな・なにかな・さわって当てよう体験会、点字体験 白い杖ＳＯＳシグナルを広める会広島  

相  空き家所有者向け・無料お悩み相談会（1組 30分以内） 空き家対策プロジェクト(一社)さくらブリッジ 14日(土)のみ 

 

カフェ   北-６ロビー 

内容    ・カフェ（ケーキ、飲み物） 

・ジェルネイル（ハンドのみ） 

手話ミニ体験、小物の販売も 

出展者   NPO SOURIRE(スーリール) 

 

授乳・ 

お む つ

換えコーナ

ーあります 

南-2 
 

 

会場 

装飾協力 

風船らぼ 

学 

パソコン「秋のパソコン体験会」   北-６実習室 

区分・開催日 時間 内容 

講座 14日(土) 10:30～12:30 インターネットサービス活用術 

講座 15日(日) 10:30～12:30 デジカメ写真をスタンプに加工！ 

体験会 

両日とも 

12:30～15:30 

時間内いつでも 

・パソコンで作ろう！「祝ひ袋・ぽち袋」「緊急連 

絡カード」「便箋・封筒」「ペーパークラフト」 

・ゲームコーナー ・パソコンサロン（体験・質問） 

 

・屋外バザー、パフォーマンス広場 
 

「相」は相談会、「子」は子どもも楽しい！イベントです。 /    は学生ボランティア団体による出展・出演です。 /     会場 は、「建物-階 室名」の順に表記しています。例）「北-５ 研修室 C」なら、「北棟５階の研修室 C」が会場です。 / 各棟・各階にエレベーター・トイレがあります。 

学 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

15 

日 

(日) 

ワクワクお片づけ・終活相談会 

学 

学 

学 

講座 

 袋町小学校 共催 
図画工作作品展 

10/7(土)からフェスタ期間中 

プラザ４階で 

展示します。 

南棟 South bldg. 

４ 

３ 

２

１ 

・フリースペース 
・ ・
 

・フリースペース 

（フェスタ事務局） 

・情報コーナー 
・特設ステージ 
・おもいやり席 
・車いす貸し出し受付 

北棟 
North bldg. 

４ 

５ 

６ 

１ 

・研修室 
Ａ・Ｂ・Ｃ 

・ギャラリー 

・  
・  

 

袋町小学校 
平和資料館 

14 

日 

(土) 

14 

日 

(土) 

・袋町小作品展 

15 
日 
(日) 

学 

学 

展示 
まちかど PR！ 

屋外パフォーマンス広場 

館内イベントを、プラザ前の通りでちらっと 

ご紹介。時間は当日の進行によります。 

演目など（予定） 

にぎやかに獅子舞登場！ 

拍子木カンカン！紙芝居 

知っていますか？白い杖 SOSシグナル 

まちかどマジックショー！ 

お笑い一人芸！何が出るかな？ 
 

やってみる？楽しいバルーンアート 

日本の民謡 唄います 

オールディーズで踊りましょう！ 

知っていますか？白い杖 SOSシグナル 

みんなでお祭り！ 

演歌ギターでご一緒に 

まちかど気功 

 

14 

日 

(土) 

15 

日 

(日) 

まち 

カフ 

上映 

パソ 

新作自主映画上映＋シナリオ講座 

あなたも脚本家になろう！ 


