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※各項目は、平成18年10月12日現在の予定です。
※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

1月14日（日） 森のたこあげ大会 森林公園　芝生広場 ①手作り凧デザインコンテスト
②凧あげ競争など

広島市森林公園
082-899-8241

2月11日（日） 第15回南の風EBAあそび 江波山公園 オープニングセレモニー、舞台コーナー、バザーコーナー、ふ
れあい交流コーナー、ちびっこ広場、フリーマーケットなど

南の風の街EBAを創る会事務局
（大浦）
082-231-8856

3月3日（土）、
4日（日） さえき・文化と学びのつどい 佐伯区民文化センター 公民館等と連携して行う、区内で活動している文化サークルに

よる舞台発表・作品展示及びワークショップ等の総合文化祭
佐伯区民文化センター
082-921-7550

12月9日（土）、
10日（日）、16日
（土）、17日（日）

植物公園夜間開園 広島市植物公園 夜間に開園し、イルミネーションなどでクリスマスの雰囲気
を楽しんでもらう

広島市植物公園
082-922-3600

2月18日（日） 世界に挑戦（アタック）！
もちつき交流会 舟入公民館 もちつきとタイ・中国・韓国・アメリカ・日本の手作り家庭料理。それ

ぞれのことばでの楽しいおしゃべり。みんなで作っておなかいっぱい
舟入公民館
082-295-5003

12月3日（日） 広島市心身障害者福祉センター
'06文化祭

広島市心身障害者福
祉センター

センター利用者によるパフォーマンス・作品展示・模擬店・
様々な体験コーナー

広島市心身障害者福祉センター
082-261-2333
082-261-7789（FAX）

12月3日（日） フリーイベント アリスガーデンほか サンタを探すウオークラリー
ダンスや音楽の上演など賑わいづくりのイベント

竹屋公民館
082-241-8003

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

12月10日（日） 2006子どもフェスタinこうよう 高陽公民館
深川小学校

「子どもがつくる　子どものまつり」
ステージ発表、ゲーム大会、写真・広報誌などの掲示、バザ
ーなど

高陽公民館
082-842-1125

12月23日（土）
1月20日（土）

アリスガーデンパフォーマンス広場
AH！ アリスガーデン ライブステージ

「明日の神話」（岡本太郎作）誘致応援ブースなど
NPO法人セトラひろしま
082-545-7611

1月2日（火）、
3日（水） 新春こどももちつき大会 安佐動物公園 干支の引渡し式ともちつき大会 安佐動物公園

082-838-1111

12月2日（土）
～10日（日） 安芸区文化交流作品展 安芸区民文化センター

生活文化圏を共にする安芸地区（安芸区、府中町、海田町、
熊野町、坂町）の住民の方から広く作品の募集を行い、文化
活動の成果を発表する作品展です

安芸区民文化センター
082-824-1330

12月10日（日） 可部町芸能祭 安佐北区民文化セン
ター 地域で活動している芸能団体による合同発表会

可部町芸能団体連絡協議会
（垣内）
082-815-0391

12月19日（火）
東区民文化センターアートサポートシア
ターオペラシアターこんにゃく座公演
『オペラ　フィガロの結婚』

東区民文化センター モーツァルトの有名なオペラ、全幕日本語で軽妙に上演しま
す。入場料:4,500円

東区民文化センター
082-264-5551

12月22日（金）、
23日（土） さえきコラボ劇場 佐伯区民文化センター 音楽（生演奏）と舞台表現（朗読・芝居・ダンス等）をコラ

ボレーション（共演）させた舞台　入場料：500円
佐伯区民文化センター
082-921-7550

1月11日（木） 餅つき大会 安佐北区スポーツセ
ンター 参加型餅つき大会を行う 安佐北区スポーツセンター

082-843-4999

12月9日（土）
17:00～20:00 キャンドルクリスマス ガラスの里 キャンドルイルミネーションによるイベント

※荒天の場合16日（土）
ガラスの里
082-818-0414

3月24日（土）、25
日（日）、31日（土）、
4月1日（日）

動物公園春まつり 安佐動物公園 動物の能力に挑戦するゲームや餌やり体験など 安佐動物公園
082-838-1111

3月開催予定 第11回こどもダンスフェスタ 仁保公民館 地域活動グループ等の子供たちによるダンス演技の発表 仁保公民館
082-281-1831

3月4日（日）
10:30～15:00 第12回梅林春こい祭 八木梅林公園 梅の種飛ばし大会、子ども野菜市、富くじ抽選会、もちつき、もち

まき、子ども神楽、子どもあそび大会、各種団体によるバザーなど

梅林春こい祭実行委員会事務局
（佐東町商工会内）
082-877-9352

2月2日（金）
～4日（日） やまなみ文化祭 安佐北区民文化セン

ター 文化サークルによる芸能発表会、美術作品展 安佐北区民文化センター
082-814-0370

2月4日（日） ヤングパワーフェスタin東区 東区民文化センター 青少年の参加者による主体性を持った手作りの芸能発表会
（無料）

東区民文化センター
082-264-5551

1月14日（日） マイタウンオーケストラ広響in安芸区 安芸区民文化センター 子どもから高齢者まで楽しめるよう名曲の数々を解説をまじ
えて演奏するコンサートを開催します。有料　開演：14時～

安芸区民文化センター
082-824-1330

1月31日（水）
～ 3 月 3 1 日
（土）

第10回南区さざなみフェスティバル 南区民文化センター 展示発表：1月31日（水）～3月31日（土）
舞台発表、バザー、体験コーナー：2月3日（土）、4日（日）

南区民文化センター
082-251-4120

2月18日（土） 児童劇鑑賞会「にんぎょうげき」 安芸区民文化センター 主に広島市内で子ども達のために活動している人形劇団による公演。
心温まるお話で、楽しい時間を提供します。有料　開演時間：未定

安芸区民文化センター
082-824-1330

3月10日（土） あさきた神楽発表会 安佐北区民文化セン
ター 区内の神楽団体が一堂に会する発表会 安佐北区役所区政振興課

082-819-3905

2月4日（日） サロン・ガラ・コンサート 佐伯区民文化センター 17年度の「さえきサロンコンサート」の出演者から選抜した
演奏家によるコンサート　入場料：500円

佐伯区民文化センター
082-921-7550

3月3日（土）、
4日（日） ひろしま横川芸術祭 西区民文化センター 自主製作映画の上映会や地元芸術家によるダンスなどの公演

（予定）
西区民文化センター
082-234-1960

1月28日（日） 音楽発表会 佐伯区民文化センター 区内の音楽愛好団体による発表会（18年度は器楽吹奏楽を予定） 佐伯区民文化センター
082-921-7550

12月9日（土）、
10日（日） あさきた文化展 安佐北区民文化セン

ター 区民による作品展
あさきた文化団体連合会
（佐々木）
082-814-5648

12月2日（土）
～ 3日（日）
（1泊2日）

家族ふれあいキャンプ 広島市似島臨海少年
自然の家

対象：子どもとその家族
天体観察、ゲーム、クラフト、野外炊飯、カヌーなど

広島市似島臨海少年自然の家
082-259-2766

12月10日（日） ヒューマンフェスタ2006ひろしま
（人権啓発フェスティバル） 基町クレド 人権講演会・人権標語、男女共同参画標語表彰式・啓発パネ

ル、資料展示等
広島市役所人権啓発部
082-504-2165

12月25日（月）
～27日（水） あつまれ似島 広島市似島臨海少年

自然の家
対象：小学校4年生～中学生
似島フィールドゲーム、野外炊飯、屋内ファイヤー

広島市似島臨海少年自然の家
082-259-2766

1月20日（土）
2月17日（土） ドキドキ似島自然観察隊 広島市似島臨海少年

自然の家
対象：小学生とその保護者
登山、自然観察、クラフトなど

広島市似島臨海少年自然の家
082-259-2766

1月21日（日） 第12回全国都道府県対抗男子駅伝 平和記念公園前発
47都道府県を代表する中学生、高校生、一般がチームを組ん
で原爆ドームと、厳島神社の２つの世界遺産を結ぶ7区間・
48キロを「たすき」でつなぐ駅伝大会

ひろしま男子駅伝事務局
082-292-0601

3月3日（土）、
4日（日） うしずチャレンジクラブ 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
ウオークラリー等の自然体験活動、自然の素材を用いた創作
活動など

広島市青少年野外活動センター・
こども村
082-835-1444

3月21日（祝） 親子動物教室 安佐動物公園 小学校1～3年生と保護者を対象とした動物教室 安佐動物公園
082-838-1111

3月開催予定 動物と消防の写生大会 安佐動物公園 園内に配置した消防車両と動物を描く 安佐動物公園
082-838-1111

3月11日（日） ふれあいマラソン大会 安佐北区スポーツセ
ンター周辺 部門別の大会で、日頃の鍛錬の成果を競う 安佐北区スポーツセンター

082-843-4999

3月11日（日） ふれあいソフトバレーボール交流会 安佐北区スポーツセ
ンター 部門別の大会で、日頃の鍛錬の成果を競う 安佐北区スポーツセンター

082-843-4999

12月3日（日） 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

12月3日（日） 安佐南区民交流駅伝大会 広島広域公園陸上競
技場

世代、学区を超えたチーム編成により交流をはかる駅伝大会
を実施。カープ選手も応援に来場します。ぜひ観戦を！

安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

12月10日（日） ニュースポーツ体験会 安芸区スポーツセン
ター

ニュースポーツの体験コーナーを設け、体育指導委員が指導
します

安芸区スポーツセンター
082-893-1998

12月21日（木） クリスマス会 安佐北区スポーツセ
ンター 軽スポーツのレクリェーションを行う 安佐北区スポーツセンター

082-843-4999

2月3日（土） トップス広島直接指導講習会 安佐北区スポーツセ
ンター

トップス広島に所属するチームの選手から、基本技術を直接
指導受ける

安佐北区スポーツセンター
082-843-4999

2月または3月 地域の宝　木ノ宗山に登ろう 木ノ宗山 青銅器の発掘場所や山城跡がある木ノ宗山に登り、歴史の説
明会や清掃活動を行う

福田公民館
082-899-2901

2月4日（日）
～12日（月） ひがし区民作品展 東区民文化センター 区民による作品の展示及び作品を中心とした展示

（絵画、書、陶芸、彫刻、写真、手工芸等）
東区民文化センター
082-264‐5551

12月9日（土）、
10日（日） うしずクリエイティブクラブ 広島市青少年野外活動

センター・こども村
対象：小学校4年生～中学生
自然の素材を生かしたものづくり体験、野外炊飯など

広島市青少年野外活動センター・
こども村
082-835-1444

2月 8（木）、
22日（木）、3
月1日（木）

生活習慣病予防講座 安佐北区総合福祉セ
ンター 生活習慣病予防についての講座 安佐北区役所健康長寿課

082-819-0586

2月開催予定 プレイパーク 未定 ダンボールなどの廃材やノコギリ・かなづちなどの道具を使
い、子どもたちが工夫して自由に遊ぶ場です

安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

3月2日（金）
～4日（日） 佐伯区民作品展 佐伯区民文化センター 区内在住者等による美術作品の展示会 佐伯区民文化センター

082-921-7550

地 域 の 祭 ・ イ ベ ン ト展 示 会 ・ 市 民 ギ ャ ラ リ ー

音 楽 ・ 芸 能

2006～2007年冬の催しをまるごとピックアップ
2005年に開催した「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。

12月～3月

体 験 ・ 学 習

ス ポ ー ツ

山 歩 き ・ 自 然 観 察

街 並 み 散 策 ・ ウ オ ー キ ン グ
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海とのつながりを色濃く残す
江波で開催される、江波に活気
を与えるイベント。昨年は２万
5000人以上が訪れ、江波の冬
の風物詩として定着していま
す。メイン会場の江波山公園で
行われるオープニングセレモニ
ーでは、消防局の音楽隊やはし
ご乗りが登場。江波の郷土芸能
である「どんでんどん」という
けんかみこしの披露など、「江
波ならでは」の芸能も見られま
す。島根県奥出雲町（旧横田町）
からは神楽団などが参加し、ス
テージイベントを盛り上げま
す。江波山気象館の無料開放、
もちつき、ジャンボ江波巻き作
り、昔の遊びコーナーなど、小
さな子どもたちにも楽しめる内
容となっています。
そのほか会場内には、フリー
マーケットや屋台などが立ち並

びます。中でも人気なのは、江
波名産のカキの屋台。カキの旬
が２月ということもあり、焼き
ガキや、カキ鍋の屋台には、長
い行列ができます。江波の郷土
料理である「江波巻き」も、お
楽しみください。
江波山公園入り口からメイン
会場までは急な坂道があります
が、地元介護支援センターに協
力してもらい、車での送迎を実
施しています。足下が不安な方
は、この車を利用してください。

第15回南の風EBAあそび
開催日時：2月11日（日）
開催場所：江波山公園　
アクセス：「江波栄町」バス停から徒歩で
約10分
主催：南の風の街EBAを創る会
問合せ先：南の風の街EBAを創る会事務局
（担当／大浦） 082-231-8856
※プログラムについては、変更になる場
合もあります

information

第15回南の風EBAあそび中区

江波の冬の風物詩

メイン会場ではステージイベントに加え、今では珍しくなった「とんど」
も行われます（上）
江波の漁師さんが、仕事の合間につまんだと言われる郷土料理「江波巻き」
の屋台（左下）
カキ打ち場の多い、江波ならではの「焼きガキ」の屋台。カキ鍋のコーナ
ーもあります（右下）

安佐北区は、広島市の中では
一番神楽が盛んな地域です。地
域には14の神楽団体があり、
伝統芸能の継承と、技術の向上
に励んでいます。昨年、「ひろ
しま八区覧会八区物館」の一つ
として「あさきた神楽共演大会」
を開催したところ、非常に好評
でした。観客からは、「地元に
こんなに神楽団体があるなん
て、知らなかった」「珍しい舞
を見ることができた」と喜びの
声が上がったそうです。また、
これまで地域ごとに活動してい
た神楽団体が、地域を越えて交
流するきっかけにもなりまし
た。そこで今年は安佐北区の魅
力づくり事業の一環として、
「あさきた神楽発表会」を開催
します。
出演するのは、地元の神楽団
体９団体。新舞・旧舞・十二神

祇神楽があり、さまざまな系統
の神楽を一度に見ることができ
ます。中でも十二神祇神楽は、
昔から安芸南部地方に伝わる郷
土芸能の一つで、高陽地区にあ
る神楽団体は、この流れをくん
でいます。今年中には、演目も
決定するそうです。どんな舞を
見ることができるのか、今から
楽しみですね。

あさきた神楽発表会
開催日時：3月10日（土）10:00～18:00
開催場所：安佐北区民文化センター
アクセス：安佐北区民文化センター入り
口下車、徒歩約7分
問合せ先：安佐北区役所区政振興課
082-819-3905
＊入場料が必要（金額未定）

information

あさきた神楽発表会安佐
北区

安佐北区の魅力を再発見！

江戸時代には、辺りに梅園が
広がっていたという佐東地区
（安佐南区緑井・川内・八木地
域）。昔の「梅林」の風情やに
ぎわいを復活させ、地元の人に
古里を実感してもらおうと、
12年前から始まりました。春
が来ることの喜びを梅林に託
し、笑顔と心のふれあいを楽し
みます。屋台では地元の産品や
素朴で懐かしい商品を出店。
「梅」にちなみ、手作り梅酒の
ふるまいや、梅の苗木の無料配
布（先着100名）も行います。
富くじの商品には、地元の産品
をそろえました。「富を当てた
方が、その富を近所の方にお裾
分けすることで、近所付き合い
のきっかけになってほしい」と
考え、地元ならではの心温まる
商品を用意しています。
ステージでは神楽の上演、も

ちまきなどを行います。なかで
もユニークなのは、「梅の種と
ばし大会」。梅干しの種を飛ば
し、飛距離を競います。子ども
の部・女性の部・男性の部があ
り、中には12～13m飛ばす人
もいるそうです。また地元の子
どもたちに「地域の恵み」を知
ってもらうため、「子ども野菜
市」を実施。地元農家が育てた
野菜を子どもたちが収穫、販売
します。せせらぎ公園を散策し
たり、佐東町の街並みや自然を
満喫しながら、散策がてらに梅
林公園を訪れてみませんか？

第12回梅林春こい祭
開催日時：3月4日（日）10:30～15:00
（雨天決行）
開催場所：八木梅林公園
アクセス：JR梅林駅から徒歩で約10分
主催：梅林春こい祭組織委員会
問合せ先：梅林春こい祭実行委員会事務
局（佐東町商工会内） 082-877-9352

information

第12回梅林春こい祭安佐
南区

古里・季節・地域に根ざした明るい街づくり

昨年の大会の一場面
綾西神楽団演じる「熊襲」
（上）
亀山神楽団演じる「紅葉狩」
（下）

地元で採れた野菜を販売する子どもたち。野菜は自分たちで収穫し、リヤ
カーで会場まで運びます（上）
２月下旬から３月上旬にかけて満開になる梅の花。「梅のお花見」を楽しむ
人も多いそうです（左下）
梅にちなんで行われる「梅の種飛ばし大会」（右下）

出演団体：宮崎神楽団・上矢口郷土
芸能保存会・亀山神楽団・綾西神楽
団・亀山子ども神楽・飯室神楽団・
宮乃木神楽団・鈴張神楽団・あさひ
が丘神楽団（予定）

寒さ厳しき折、皆さんいかがお過ごしですか？さて、
広島市内各所で寒さを吹き飛ばすような熱いイベント
が目白押しです。このコーナーでは、市民が中心とな
って活動する地元ならではのHOTなイベント情報をク
ローズアップします。寒さなんか気にしないで、新た
な発見をしに出掛けてみてはいかが？






