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※各項目は、平成18年7月末現在の予定です。
※イベントの開催日時等は変更される場合がありますのでご了承ください。
詳しくは各イベントの問合せ先にご確認ください。

ひろしま八区イベントガイド

10月8日（日） エコまつり「環（わ）ッハッハinよしじま」 中工場ほか 中工場見学・リサイクルマーケットなど 吉島公民館
082-246-4121

10月22日（日） 第13回JR貨物フェスティバル広島車両
所公開

広島市東区矢賀五丁
目１番１号

機関車展示・機関車吊り上げ実験・ミニ車両乗車・物品販売
など

JR貨物広島車両所
082-281-7760

9月10日（日）
9:30～16:00 第9回猿猴川河童まつり 猿猴川大正橋下流右

岸

神楽、河川浄化セミナー、フリーマーケット、お楽しみコー
ナー、段原学区子ども会の発表、段原中学校による吹奏楽、
各種団体等の発表など

河童まつり実行委員長：貞森
082-261-4984

10月8日（日）
14:00～ 丹那の大名行列、湯玉 丹那町一帯 丹那町の祭り。穴神社を起点に湯玉、餅撒き、子ども大名行

列など

丹那町町内会
会長：中山
082-251-6048

10月29日（日）
10:00～16:00 留学生会館まつり2006 広島市留学生会館

（西荒神町１丁目）

留学生が主体的に企画・運営するイベントを開催。各国料
理・飲物屋台の出店、歌や踊りのミニイベント、母国紹介、
日本語作文発表会など

広島市留学生会館
082-568-5931

9月9日（土）・
10日（日）
10:00～16:00

第９回草津まちオープンミュージアム 草津地区の西国街道
界隈

酒蔵コンサート、草津のまちガイド、笹舟レース、ステーシ
ョンギャラリー、今昔写真展、軒先フリーマーケットなど

草津まちづくりの会
代表世話人：宮川
090-1682-0299

9 月 2 ・ 9 ・
16・23日（土） 植物公園夜間開園 広島市植物公園 夜間に開園。夜に咲く花など、昼間とは異なる植物の世界と

園内のイルミネーションを楽しむ
広島市植物公園
082-922-3600

開 催 日 イ ベ ン ト 名 開 催 場 所 内 容 問 合 せ 先区

開 催 日 イ ベ ン ト 名 開 催 場 所 内 容 問 合 せ 先区

9月10日（日）
10:00～15:00 koikoiふれあい水辺フェスタ 太田川河川敷

（新己斐橋西詰） ステージイベント、水辺の子ども遊び教室、バザーなど
koikoiふれあい水辺フェスタ
実行委員会：室田
090-4571-5728

9月17日（日） 第８回ひろしまバスまつり 広島運輸支局 色々なバス展示、アトラクションなど 広島県バス協会
082-261-3238

10月1日（日） 金持ち稲荷大祭・金持ちフリーマーケット 金持ち稲荷、五日市
中央第一公園

金持ち稲荷の秋祭りと「金持ち」にちなんだフリーマーケッ
トを開催

全日本金持ち学会
082-921-0027

11月11日（土）、
12日（日） 沼田町ふるさと祭り 沼田公民館 ステージイベント、各種団体によるバザー、展示など 沼田公民館

082-848-0242

10月28日（土）
・29日（日） 広島国際学院大学第39回高城祭 広島国際学院大学中

野キャンパス
サークルによる成果発表、バザー、打上げ花火やビンゴ大会、
有名ゲストによる無料野外ライブなど

広島国際学院大学第39回高城祭
実行委員会
082-893-0551

10月28日（土）
～11月5日（日） 秋のグリーンフェア 広島市植物公園

植物公園で緑や花を楽しむイベント。巨大温室空中散歩、キ
ッズコーナー、オリエンテーリング、花の苗プレゼント、開
園記念講演会など

広島市植物公園
082-922-3600

10月７日（土）
雨天中止 第8回おいしい牛乳フェスティバル 砂谷工場前 体験乳搾り、手作りバター教室、ミニ牧場、ウオークラリー、

バザー、牛乳・乳製品試飲会など
砂谷酪農部会
0829-86-2290

9月17日（日）
～24日（日） 動物愛称募集 安佐動物公園 安佐動物公園で生れた赤ちゃんや新着動物などの愛称を入園

者から募集
広島市安佐動物公園
082-838-1111

10月22日（日）
11:00～

いきいき沼田商工フェスタ
「飲みんさい、食べんさい、遊びんさい」 フレスタ沼田店駐車場 神楽上演、産品展示即売会など 沼田町商工会

082-848-2869

10月28日（土）、
29日（日）
10:00～

第13回広島市立大学大学祭 広島市立大学 メインステージでの各種発表、おばけ屋敷、模擬店、カフェ
による飲食、各クラブやサークルによる出し物など

広島市立大学大学祭実行委員会
082-848-5443

10月29日（日）
9:00～ 第26回祇園商工フェスティバル 山本第6公園 商品展示即売会、交通安全・防災などのPR活動、ステージな

ど
祇園町商工会
082-875-3476

10月21日（土）
～22日（日）1泊2日
10月22日（日）日帰り

似島臨海少年自然の家オープンデー 広島市似島臨海少年
自然の家

対象：子どもとその家族
自然観察、クラフト、野外炊飯、カヌー体験、登山など

広島市似島臨海少年自然の家
082-259-2766

11月3日（祝）
絵画展（11月7日
（火）～12月末）

ナミキサワグルミーonカルチャーディ 並木通り歩道上 ライブ・パフォーマンス・パラソルギャラりーを歩道上で行
う。絵画展・写真展を開催（もみじ銀行　新天地支店）

並木通り商店街振興組合
082-245-1448

11月3日（祝）
11月5日（日）
11月12日（日）

秋の森林公園まつり 森林公園
芝生広場 開園記念イベント・草花遊び・紅葉トレッキング 広島市森林公園

082-899-8241

11月2日（木）、
3日（祝）
11:00～14:30

第42回あかね祭「地域ふれあい体験会」 広島文化短期大学 コミュニティ生活学科の学生による体験会（染色、織物、藍
染、お菓子づくり）。受付あり。3日のみ骨密度測定あり

広島文化短期大学コミュニティ
生活学科
082-239-5171

11月3日（祝）
10:00～20:00 第46回修大祭 広島修道大学 ヨーヨーつり、展示、フリーマーケット、ビンゴ大会、人形

劇、武道系サークルによる演武、屋台、ステージなど
広島修道大学大学祭実行委員会
082-848-9124

11月4日（土）11:30
～16:30、5日（日）
10:30～17:00

第40回まほろば祭 安田女子大学 有名人・著名人によるトークライブ、野外ステージ、学科展、
子ども向けふれあい広場、模擬店など

安田女子大学大学祭実行委員会
082-878-8561

11月5日（日）
10:00～16:00 安佐南区民まつり 安佐南区民文化セン

ター パレード、芸能広場、交流広場、子どもまつりなどの催し 安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

11月5日（日） 西区民まつり 広 島 サ ン プ ラ ザ
近隣公園 ステージイベント、出店コーナー、こども広場など 西区役所区政振興課

082-532-0927

11月3日（金）
～5日（日） 第45回工大祭 広島工業大学キャン

パス
各学科の研究発表・展示、模擬店、太鼓演奏、クラブ・サー
クル活動紹介、ステージ企画など

広島工業大学大学祭実行委員会
082-921-3121

11月4日（土） 第4回はしご酒大会 コイン通り（集合はス
ーパーイズミ駐車場）

参加者は、コイン通り商店街の飲食店をめぐり、スタンプラ
リーをしながら、酒と食べ物を楽しむ

はしご酒大会実行委員会
082-923-6003

11月18日（土）
～20日（月）

えべっさん～笑う・ひろしま・えびす
顔～

中央通り、アリスガ
ーデン、広島市中央
部一帯

胡子大祭に併せて、歩行者天国の中央通りにて神楽、和太鼓
等のイベントを開催

えべっさん実行委員会（広島市
中央部商店街振興組合連合会）
082-245-1448

11月3日（祝） あいあいプラザまつり 東地域交流センター
（あいあいプラザ） 舞台発表・作品展示・バザーなど 東地域交流センター

082-261-1036

11月11日（土）、
12日（日）
12:00～

第39回経大祭 広島経済大学 文化展、模擬店、ダンス、バンド、お笑い、サークル活動の
成果発表など

広島経済大学大学祭実行委員会
082-874-6962

11月19日（日）
9:00～15:00 第6回古市ふりぃ～いち ＪＡ交流広場「とれ

たて元気市」
和太鼓・フォークソング演奏、ビンゴなどのイベント、各種
団体による屋台出店など

安古市町商工会
082-877-1180

11月 白木町農業祭 JA広島市白木支店及
び育苗センター

農産物品評会、農産物即売、和牛共進会、営農展示パネル、
バザー、各種ステージ発表等

JA広島市白木支店
082-828-1234

11月 可部町農業祭 ＪＡ広島市可部支店 農林産物品評会、ひろしまそだち農産物即売、営農展示パネ
ル、もちつき・もちまきなど

JA広島市可部支店
082-814-2424

10月21日（土） ストリート・ピースコンサート 袋町小学校 平和にちなんだコーラスや器楽の演奏など 中央公民館
082-22１-5943

11月19日（日） アートサポートシアター 東区民文化センター
ホール

音楽、演劇、舞踊等の優れた舞台作品を舞台芸術団体等と共
同で制作する（有料）内容未定

東区民文化センター
082-264-5551

9月2日（土）
18:30～ 第4回南区ハワイアンフェスタ 南区民文化センター 南区内の文化センター、公民館等で活躍中のグループが集っ

てのイベント

南区ハワイアンフェスタ実行委員会
担当者：加藤
090-4571-0031

9月17日（日）
13:00～16:00 いいなか芝居 安佐南区民文化セン

ターホール
北ノ庄一座・忠太郎一座による芝居、唄と踊りの公演。入場
無料

安佐南区民文化センター
082-879-3060

9月30日（土）
13:30～ おしゃれに秋のコンサートⅡ 祇園西公民館 地域のソプラノ歌手による日本の歌曲独唱、手作り作品のフ

ァッションショー
祇園西公民館
082-875-1760

10月14日（土）
20:00～

中ノ森八幡神社秋季大祭
（阿刀神楽奉納）

中ノ森八幡神社
沼田町吉山 広島県無形民俗文化財である阿刀神楽の舞を奉納する。 中ノ森八幡神社総代長　川江

082-839-2538

9月17日（日）、
18日（祝） どうぶつのうたコンサート 安佐動物公園 公募したコーラスグループによる楽しい動物の歌のコンサー

ト
広島市安佐動物公園
082-838-1111

11月25日（土）、
26日（日） ミュージックシアターASAKITA 安佐北区民文化セン

ター キャスト・演奏は一般公募による市民参加のミュージカル 安佐北区民文化センター
082-814-0370

10月1日（日） 狂言鑑賞会 安佐北区民文化セン
ター 茂山狂言会による鑑賞会 安佐北区民文化センター

082-814-0370

10月1日（日） 親子で森のコンサート 里山あーと村 デューオ　オカリナコンサート、親子音楽のふれあいコンサ
ート

船越公民館
082-823-4261

10月29日（日） ふれあいコンサート 五日市公民館ホール 大植英次氏セレクトソング、楽器紹介、楽器とのふれあいの
時間など

新宮坂街づくり協議会事務局
082-923-1111

11月4日（土） こども映画会 佐伯区民文化センター
音楽室 こども向けに厳選された絵本になっている映画の上映会 佐伯区図書館

082-921-7560

11月10日（金） 乳幼児向けおはなし会 佐伯区民文化センター
大広間 絵本の読み聞かせなど 佐伯区図書館

082-921-7560

11月19日（日） 第16回神楽祭 佐伯区民文化センター 神楽舞、その他 佐伯区神楽連合会
082-921-0391

10月28日（土）
18:00～

ひろしま千客万来賞受賞記念ガルソン
ヌファミリーコンサート「ピーターと
オオカミ」

安芸区民文化センター
ホール

美しい映像の投影とクラシック音楽の演奏。触れやすく親し
みやすいコンサートを開催します。有料500円（こども（3歳
以上小学生以下）100円）

安芸区民文化センター
082-824-1330

10月22日（日） 西区民文化センター音楽祭 西区民文化センター ア・カペラグループのライブコンサート。ハートブレイクジャ
ズオーケストラによるスクリーンミュージックのコンサート

西区民文化センター
082-234-1960

11月12日（日） 安芸区民まつり 安芸区民文化センター 各種団体による舞踊、演奏会、コーラス・各種団体によるバ
ザー、展示・アトラクション、飲食、販売など

安芸区役所区政振興課
082-821-4905

11月19日（日） 阿戸町民まつり 阿戸福祉センター 公民館活動グループによる成果発表・各種バザー・農作物の
品評会など

阿戸福祉センター
082-856-0294

11月 五日市農業祭 JA広島市農彩館五日市 朝市などを実施し佐伯区産の農産物の販売を行う
農彩館五日市ファーマーズ
マーケット出荷組合
082-921-2161

11月12日（日） 第21回佐伯区民まつり 五日市中央公園、佐
伯区民文化センター ステージ企画、バザーコーナーなど 佐伯区民まつり委員会事務局

082-943-9705

募集期間：
9月～11月末

第3回二葉の里歴史の散歩道フォト100
選コンテスト

二葉の里歴史の散歩
道周辺

「歴史と平和、緑とやすらぎ」をテーマとし、二葉の里歴史の
散歩道の魅力が伝わる作品を募集。選ばれた作品を市民交流
プラザおよび東区内公民館などに展示予定

東区役所区政振興課
082-568-7705

地 域 の 祭 ・ イ ベ ン ト

展 示 会 ・ 市 民 ギ ャ ラ リ ー

音 楽 ・ 芸 能

2 0 0 6年秋の催しをまるごとピックアップ

10月17日（火）
～10月22日（日） 第15回広島県シルバー作品展 県立美術館地下1階

県民ギャラリー
シニアによる創作作品約400点を展示。（日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真）入場無料

広島県健康福祉センター
082-254-5211

昨年開催した「ひろしま八区覧会・八区物館」では、多くのまちを舞台とし
た活動が行われました。このような活動がさらに拡がることを願い、市民
参加型のイベントや活動を「らしっく」に掲載。広くPRしていきます。

9月～11月

11月5日（日） 第17回湯来ふるさとまつり 佐伯区スポーツセン
ター湯来体育館前 特産品等の販売、ステージ発表等 湯来町商工会

0829-83-0306
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9月中旬 疱瘡神社へ行こう 青崎公民館
（青崎一丁目12番7号） 地域の歴史を学ぶ（疱瘡神社など） 青崎公民館

082-281-3802

11月 三滝散策会 三滝地区 三滝地区の歴史コースを散策 西区役所区政振興課
082-532-0927

10月15日（日） 憩いの空間ウオーク「より道、うら道、
さんぽ道」 古市地区 ボランティアガイドが古市地区を案内 安佐南区役所区政振興課

082-831-4926

10月22日（日） 憩いの空間ウオーク「より道、うら道、
さんぽ道」 祇園・長束地区 ボランティアガイドが祇園・長束地区を案内 安佐南区役所区政振興課

082-831-4926

11月12日（日） 武田氏ゆかりの史跡めぐり 祇園地区 ボランティアガイドが武田氏ゆかりの史跡を案内 祇園公民館
082-874-5181

11月18日（土） 憩いの空間ウオーク「より道、うら道、
さんぽ道」 東野・川内地区 ボランティアガイドが東野・川内地区を案内 安佐南区役所区政振興課

082-831-4926

10月21日（土） 町並みウオーキング 可部旧国道 町並み散策などで、地元の再発見や自然の豊かさを体験する 安佐北区スポーツセンター
082-843-4999

9月16日（土） せのまちあるき 瀬野地区 瀬野地区（一貫田～荒谷）に残る史跡旧跡をめぐる歴史散策 瀬野公民館
082-894-8006

11月又は12月
開催予定 矢野なつかしの優流里（ゆるり）散歩 矢野一円 矢野の中心部に残る昔懐かしい家並みや史跡巡り 矢野公民館

082-888-0044

11月 牛田山登山 牛田山 恵まれた自然環境の中での、健康づくりとしての登山と温泉
入浴を行なう

神田山荘
082-228-7311

9月3日（日） 武田山名水めぐり登山会 武田山 武田山山麓の名水を訪ねる登山会。武田山山頂で名水につい
てのミニ講演会も予定

祇園西公民館
082-875-1760

10月28日（土） 武田山登山ガイドツアー 武田山 ボランティアガイドが武田山の史跡を案内 祇園公民館
082-874-5181

11月 里山ハイキング 岳山 久地の千年杉を見る 安佐公民館
082-835-0111

11月 里山ハイキング 木の宗山 登山と自然体験 真亀公民館
082-842-8223

10月9日（祝） 体育の日記念エンジョイ！スポーツ祭 総合屋内プール
東区スポーツセンター

小学生以上を対象に、体育の日を記念して、様々なイベント
を行います

広島ビッグウェーブ
082-222-1862

11月3日（祝） 2006スケートリンク開場祭
総合屋内プール
メーンリンク
サブリンク

小学生以上を対象に、通常の半額程度の料金で利用できます。
ワンポイントレッスン、スケート靴の履き方説明会、おたの
しみ抽選会など

広島ビッグウェーブ
082-222-1862

11月5日（日） 東区小学生キンボール交流会 東区スポーツセンター
大体育室

東区内の小学校に通学する児童（小学校4～6年生で編成され
た36チーム）を対象に、キンボールの交流会を行います

広島ビッグウェーブ
082-222-1862

10月9日（祝） 体育の日無料開放 安佐北区スポーツセ
ンター 無料開放と様々なイベント 安佐北区スポーツセンター

082-843-4999

10月9日（祝）
9:00～17:00 体育の日のイベント 安芸区スポーツセン

ター 施設の無料開放、体力測定会、泳力測定会など 安芸区スポーツセンター
082-893-1998

11月開催予定 西区やまなみハイキング 鈴が峰 眺望の良い身近な里山の縦断ハイキング 西区役所区政振興課
082-532-0927

10月28日（土） 平和大通り樹木探索のつどい 平和大通り 平和大通りに点在する樹木を学習 竹屋公民館
082-241-8003

9月9日（土） 観月会 善福寺 石塁セミナーなど 湯来里山と触れ合う会
0829-85-0116

11月25日（土） 瀬野川健康ウオーキング 安芸区スポーツセンター
瀬野川河川敷

健康に役立つ体操・歩き方を講習し、実際に瀬野川河川敷を
ウオーキングします。参加費／有料

安芸区スポーツセンター
082-893-1998

11月4日（土） 可部のまちめぐり 可部旧国道 古民家、庭、お宝を見ながら町を散策し、可部の良さを楽し
んでもらう

可部夢街道まちづくりの会
担当：深田
812-2597

11月開催予定 平和大通り青空ギャラリー 平和大通り
（西区役所前緑地帯） 区民公募による作品展など 西区役所区政振興課　　　　　　　

082-532-0927

11月5日（日）
～12日（日）
9:00～21:00

安佐南区民作品展 安佐南区民文化セン
ター　ロビー 区民の手作りの作品展。入場無料 安佐南区民文化センター

082-879-3060

11月中旬 造幣展示室の特別開館 造幣展示室（造幣局
広島支局構内）

佐伯区民まつりの開催に合わせて展示室を公開。特別展等を
開催予定

造幣局広島支局
082-922-1597

10月8日（日） 昆虫教室「秋の虫の観察」 こんちゅう館 小学生を対象に、親子で秋の昆虫の観察を体験できます。
広島市森林公園
こんちゅう館
082-899-8964

11月18日（土）
・11月19日（日） 秋の企画「虫を食べる2006」 こんちゅう館 いなごやハチの子など昆虫食材を味わってみませんか。こん

ちゅう館オリジナルの創作料理もありますよ

広島市森林公園
こんちゅう館
082-899-8964

9月10日（日） 下水道ふれあいフェア 西部浄化センター 展示コーナー、相談コーナー、施設見学、各種イベントの開
催

下水道局経営企画課
082-504-2403

9月10日（日）
14:00～14:30

郷土資料館企画展関連イベント「展示
ガイドツアー」 広島市郷土資料館 学芸員が小学校3・4年生向けに、昔の道具と暮らしについて

解説します
広島市郷土資料館
082-253-6771

9月10日（日）日帰り
10月7日（土）～
9日（月）

似島臨海少年自然の家
感動塾「みちくさ」

広島市似島臨海少年
自然の家

対象：小学校4～6年生
理科プログラム、太陽熱料理、魚釣り、キャンプファイヤー、
野外炊飯など

広島市似島臨海少年自然の家
082-259-2766

9月17日（日）
14:00～14:30

郷土資料館企画展関連イベント「展示
ガイドツアー」 広島市郷土資料館 学芸員が小学校3・4年生向けに、昔の道具と暮らしについて

解説します
広島市郷土資料館
082-253-6771

11月
（日時未定） 県立広島大学公開講座 県立広島大学

（宇品東一丁目）
「健康寿命をのばす―生き生きと毎日を過ごすために」 募集
人員／30名　受講料／5,200円

県立広島大学地域連携センター
082-251-9534

11月中旬 漁業ふれあいフェスティバル 水産振興センター 刺網漁・栽培漁業体験、カキ養殖見学、施設見学など 水産振興センター
082-277-6609

10月29日（日）
10:00～15:00 三滝少年自然の家オープンデー 三滝少年自然の家 自然のものを使ったクラフトなど 三滝少年自然の家

082-238-6301

10月29日（日）
（予定） 市民リサイクルデー 西部リサイクルプラザ リサイクルプラザ見学、リサイクル家具・放置自転車・衣服

の販売等
西部リサイクルプラザ
082-501-2600

9月18日（月・
祝）
13:30～16:00

笑いの学舎 安佐南区民文化セン
ター　ホール

日本笑い学会の野口剛徳さんを講師に招いて笑いと健康につ
いての講演会。入場無料

安佐南区民文化センター
082-879-3060

9月30日（土）、
10月1日（日） うしずひよこクラブ 広島市青少年野外活

動センター・こども村

対象：5･6歳（年長児・小学校就学前）
秋の山歩きなどの自然体験活動・親もとを離れた生活体験
（お泊り体験）など

広島市青少年野外活動センター・
こども村
082-835-1444

10月22日（日） 柿もぎ隊 安佐町小河内地区 熟した後も樹上で放置されている柿を、クマよけのため竹竿
を使ってもぎ、その柿で、干し柿・あわせ柿をつくる

安佐北区役所農林課
082-819-3932

11月4日（土） 動物園で遊ぼう 安佐動物公園 小学校3～6年生対象の環境教育プログラム 安佐動物公園
082-838-1111

11月4日（土）、
5日（日） うしずファーミングクラブ 広島市青少年野外活動

センター・こども村
対象：小学校1～3年生を含む家族
牛舎清掃、えさやり体験、酪農体験など

広島市青少年野外活動センター・
こども村
082-835-1444

11月12日（日） おとなのための飼育体験教室 安佐動物公園 高校生以上を対象とした飼育体験教室 安佐動物公園
082-838-1111

11月26日（日）
12月3日（日） 竹炭焼き体験教室 白木町桧山集会所 竹炭作り：炭焼窯作り、竹の切り出し、詰め込み、火入れ。

出来た竹炭は参加者で分配
安佐北区役所農林課
082-819-3932

9月17日（日） あーと村探検隊 里山あーと村 阿戸町の子どもたちと竹屋地区の子どもたちが里山あーと村
に集って自然体験活動を実施

阿戸公民館
082-820-8222

10月15日（日） 里山実りの体験 里山あーと村 棚田での稲刈りと里山の手入れ。定員／30組　参加費／実費
（食事代、保険料） 要申込み、9月29日（金）必着

安芸区役所農林課
082-821-4946

11月19日（日）
（雨天中止） 里山収穫祭 里山あーと村

里山の散策と棚田で収穫した米や野菜を使って料理を作りま
す。定員／30組　参加費／実費（食事代、保険料）要申込み、
11月10日（金）必着

安芸区役所農林課
082-821-4946

11月3日（祝） 健康ふれあい「ウオーキング」 京橋川一帯 日常的にウオーキングをする人を増やし、健康づくりを行う 中区役所区政振興課
082-504-2546

10月1日（日） 廣島城下町めぐり散策会 城下町一円 廣島城築城からはじまったまちづくりや城下町の魅力を探る 中央公民館
082-22１-5943

9月7日（木）
～9月10日（日）

「電化で安心、快適生活～転ばぬ先の杖
早めに取り組むリタイアメントプラン～」 エネルギア住宅工房

30～60代の方へ。これからを考える上での3大不安「健康＝
食」「経済」「心（生きがい）」を取り上げ、体験会や講演会を
通し、新しいリタイアメントプランをご提案します

中国電力
エネルギア住宅工房
082-232-3051

11月5日（日） 短詩型文芸大会 中央公民館 俳句・短歌・詩･川柳の作品募集と講評など 中央公民館
082-22１-5943

10月28日（土）
・29日（日）

電気のあれこれ　なるほどエネルギア
ランド シャレオ中央広場 「臨場感あふれる公開エネルギー教室」をテーマに大人から子

どもまで楽しみながら電気を身近に感じられるイベント

中国電力　広島支社　
担当：花谷・池田
082-523-4020

9月16日（土）
～24日（日） 秋の企画展示「秋の鳴く虫」 こんちゅう館 私たちの耳を楽しませてくれる、秋の鳴く虫たちを間近に見

る事ができます

広島市森林公園
こんちゅう館
082-899-8964

10月7日（土）
～11月5日（日）

秋の特別企画展示「世界の不思議な昆
虫」（仮称） こんちゅう館 世界の珍しい生きた昆虫たちが集合します

広島市森林公園
こんちゅう館
082-899-8964

11月開催予定 二葉の里歴史の散歩道巡り 二葉の里歴史の散歩
道周辺

二葉の里にある歴史的な神社、仏閣をボランティアガイドの
案内により巡ります

東区役所区政振興課
082-568-7705

開 催 日 イ ベ ン ト 名 開 催 場 所 内 容 問 合 せ 先区開 催 日 イ ベ ン ト 名 開 催 場 所 内 容 問 合 せ 先区

体 験 ・ 学 習

街 並 み 散 策 ・ ウ オ ー キ ン グ

ス ポ ー ツ

山 歩 き ・ 自 然 観 察

11月開催予定 西国街道ぶらリ旅 古江・草津地区
（予定） ボランティアガイドの案内で、西国街道ルートをまち歩き 西区役所区政振興課

082-532-0927






