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※各項目は、平成19年2月28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

4月21日（土）、
22日（日） 動物チャレンジゲーム 安佐動物公園 フラミンゴ、エリマキキツネザル、アシカなどの動物の能力

に挑戦。
安佐動物公園
082-838-1111

4月29日（日）､30日
（月）､5月3日（木）
～5日（土）【予定】

花と緑のキャンパス
ふれあいフェスタ

広島工業大学キャン
パス ツツジ、サツキ観賞、学内散策、茶会、花木市等　　　 広島工業大学

082-921-3121

6月3日（日） あんず祭 イズミ五日市店駐車場 コイン通りの街路樹である「あんず」の実を収穫し、これを祝
って祭りを開催

コイン通り街づくり委員会
082-923-1351

4月上旬から
中旬の土・日 第17回さくらまつり「盛春桜花」 五日市中央公園 造幣局の「花のまわりみち」に合わせて開催。飲食バザー、

ステージなど
五日市商工会桜まつり実行委員会
082-923-4138

5月19日（土） お茶会 神田山荘 上田宗箇流によるお茶会 神田山荘
082-228-7311

4月7日～30日
の土・日・祝 植物公園さくらまつり 植物公園 桜鑑賞会、桜の写真教室、さくらコンサートなど 植物公園

082-922-3600

4月 1日（日）
～22日（日） 旧中工場アートプロジェクト 旧中工場及び吉島・吉

島東地区一帯において
｢ゴミがアートになる！超高品質なホコリ｣展、｢わたしの庭とみ
んなの庭｣展、シンポジュウム｢地域におけるアートの役割｣など

吉島公民館
082-246-4121

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

4月上旬から
中旬予定 第17回花のまわりみち 造幣局広島支局構内 造幣局広島支局構内の桜（八重桜が中心）を一般公開 造幣局広島支局

082-922-1597

7月27日（金）
時間未定 ひろしまピース・デイ 南区民文化センター

ホール 平和を祈願するアーティストが集うコンサート 南区民文化センター
082-251-4120

7月29日（日）
予定 第20回阿戸花まつり 阿戸福祉センター 安芸区管内の生産農家による切花品評会など 阿戸福祉センター

082-856-0294

7月1日（日）
予定 第16回湯来温泉ホタルまつり 湯来温泉街 ホタルの飛翔観賞。

魚釣り大会、魚のつかみ取り、神楽上演、餅まきなど
湯来温泉ホタルまつり実行委員会
0829-85-0321

7月29日（日） 八幡川リバーマラソン 八幡川（三島橋下） 小・中学生・一般等の男女別による個人の部とリレーの部で
「住民の親しめる水のきれいな八幡川」を走る。（有料）

八幡川リバーマラソン大会委員会
082-943-9706

7月下旬 コーミンジャー夏まつり 舟入公民館 中子どもセンターまつり 舟入公民館
082-295-5003

4月15日（日）
10：00～ 広島駅南口「さくら祭り」

エールエールA館屋
上、猿猴川河岸緑地
（エールエール南側）

エールエールA館屋上：神楽
河岸緑地：特産品の販売、カフェ、ミニコンサート

広島駅前周辺地区まちづくり推
進協議会（石津）
082-262-9258

4月上旬から
中旬の日曜日 第８回さくらパレード コイン通り

「花のまわりみち」と「さくらまつり」に合わせて開催。五日
市中央小学校を起点に「花のまわりみち」を経由して区民文
化センターまでパレード行進

コイン通り街づくり委員会
082-923-1351

6月10日（日） 路面電車まつり 広島電鉄
千田車庫 クイズ電車、グッズ販売、車庫見学など 路面電車まつり実行委員会

082‐242‐3551

6月17日（日） 再現　安の花田植 安地区 江戸時代から伝わり一時中断していた花田植を地元住民が再現 安公民館
082-872-4495

6月9日（土）
13：30～15：00 ホタルまつり IN 山本川 祇園西公民館 山本川のホタル繁殖活動の報告。ホタルのお話、コンサート 祇園西公民館

082-875-1760

毎月第1日曜日
16：00～ パイプオルガン定期演奏会 世界平和記念聖堂

（カトリック幟町教会）
パイプオルガンによる演奏会
※都合により、開催できない月あり

カトリック幟町教会
082-221-0621

年3回 エンタ登場 安佐南区民文化センター 公募による演芸愛好者によるパフォーマンス 安佐南区民文化センター
082-879-3060

7月下旬 風鈴まつり ガラスの里 風鈴をテーマにしたイベント ガラスの里
082-818-0414

5月13日（日） 第26回広島県西部神楽競演大会 佐伯区スポーツセンタ
ー湯来体育館 広島県西部の神楽団の競演 湯来町商工会

0829-83-0306

5月26日（土）、27日（日）
7月7日（土）、8日（日） あきクラシックコンサート 安芸区民文化センター 広島在住の若手音楽家の企画・構成・演出によるコンサート

シリーズ
安芸区民文化センター
082-824-1330

4月28日（土）
～5月6日（日）

森林公園
春爛漫！ツツジウィーク

森林公園
芝生広場

大道芸ショー、アカペラコンサート、クイズラリーなど、日
替わりで開催。※5月1日（火）～2日（水）を除く

森林公園
082-899-8241

5月20日（日） 神楽公演 神田山荘 安野神楽団による神楽公演 神田山荘
082-228-7311    

7月 七夕電車 広島電鉄
市内線

装飾した電車の営業運行
幼稚園児対象の貸切電車と短冊流しイベント

広島電鉄　電車カンパニー
082‐242‐3551

7月29日（日）
19：00～ ハワイアンコンサートin楠那 楠那公民館 フラチームとバンドのコラボレーション 楠那公民館

082-255-2187

7月28日（土）15：00～
7月29日（日）11：00～

ポピュラーミュージック学生バンドバ
トル[夏の陣]

南区民文化センター
ホール

市内で活躍する、学生バンド（小中・高・大学一般）のコン
テスト

南区民文化センター
082-251-4120

4月13日（金）
～5月13日（日） ガラスのかぶと展 ガラスの里 端午の節句にちなんで、ガラスのかぶとを展示販売 ガラスの里

082-818-0414

4月7日（土）～
5月6日（日）

春の特別企画展示
「春のハチミツフェスタ」
～チョウとミツバチ～

森林公園
こんちゅう館

いろいろな花の蜜の展示と試食。
ミツバチと深いかかわりにあるミツバチや養蜂について、詳
しく解説するほか、様々なチョウの標本等も展示

森林公園
082-899-8241

5月3日（祝）
～5日（祝） オープンギャラリー ガラスの里 ハンドメイド作品の展示販売 ガラスの里

082-818-0414

募集期間：
5月15日（火）
～6月30日（土）

第18回広島市心身障害者福祉センター
書道・写真コンテスト

心身障害者福祉セン
ター

障害者の積極的な社会参加及び自立の促進並びに技術の向上
を図ることを目的とする（募集は障害のある人のみ）
※作品は7月29日（日）～8月10日（月）生涯学習センターにて展示

心身障害者福祉センター
082-261-2333

5月5日（祝） 鹿角ストラップづくり 安佐動物公園
古代人が道具づくりに利用していた鹿の角を使って、かわい
いストラップをつくります。
会場には遺跡から見つかった動物の骨なども展示

広島市文化財団文化財課
082-568-6511

4月29日（日）、
30日（祝） ヒツジの毛刈りと糸つむぎ教室 安佐動物公園 ヒツジの毛刈りの様子を見学し、刈り取った毛で糸つむぎを

体験
安佐動物公園
082-838-1111

7月下旬又は8月
下旬 砂の造形 八幡川 砂の造形芸術「砂上の楼閣づくり」

川と人との遊びの創発と佐伯区の新しいイベント
屋根裏の会
082-922-9941

7月31日（火）
～8月19日（日）「0×0」Hiroshima×New York 8.6企画 ギャラリーG 互いにグラウンドゼロを持つ２つの都市の作家が出会う場と

しての展覧会
ギャラリーG運営企画実行委員会
082-211-3260

4月28日（土）
～7月22日（日）

収蔵作品展
写真と現代美術 現代美術館 写真作品を中心に収蔵作品を紹介 現代美術館

082-264-1121

5月27日（日）
～7月1日（日）

特別展
新・公募展2007 現代美術館 一般からの応募により開催する公募展。１次審査で選ばれた

入選者20名の作品を展示。展覧会テーマは「Re-Act」
現代美術館
082-264-1121

4月15日（日）・4月21日（土）
5月20日（日）・6月23日（土）

憩いの空間ウオーク
「より道、うら道、さんぽ道」

山本地区、大塚地区
伴地区、奥畑地区

ボランティアガイドが地域の史跡などを案内【6月までの予
定】。4月15日（山本地区）、4月21日（大塚地区）、5月20日
（伴地区）、6月23日（奥畑地区）

安佐南区区政振興課
082-831-4926

4月21日（土）・5月19日（土）
5月20日（日）・6月16日（土）
7月21日（土）・8月18日（土）

まちづくり交流ウオーク
己斐地区、己斐～草
津、袋町付近、草津
地区、草津～井口

広島市内の史跡や名勝等を巡るまちめぐり
【8月までの予定】4月21日（己斐地区）、5月19日（己斐～草津）、5月20日（袋
町付近）、6月16日（草津地区）、7月21日（草津～井口）、8月18日（五日市地区）

広島市観光アシスタント協会
082‐881‐0877

ほか

4月22日（日） 家族プールカヌー体験 似島臨海少年自然の
家 カヌーの基礎説明、基礎漕艇、応用漕艇など 似島臨海少年自然の家

082-259-2766

5月下旬
（5月20日（日））

里山あーと村
田植えと里山自然体験

里山あーと村
（安芸区阿戸町牛ケ谷） 田植えとサツマイモ植えなど 安芸区農林課

082-821-4946

5月13日（日） ジュニア海カヌー体験 似島臨海少年自然の
家

対象：小学4年生～中学生
カヌーの基礎説明、基礎漕艇、プールツーリング、海洋カヌ
ー実習など

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

7月14日（土）
～15日（日）
1泊2日

似島マリンキャンプ 似島臨海少年自然の
家

対象：小学生とその保護者
カヌー漕艇体験、海浜遊び、広島湾クルージング、キャンプ
ファイヤーなど

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

7月下旬又は8月 「向洋半島自然大好き探検隊！【まち編】
（仮）」 青崎公民館 向洋半島にある井戸の水汲み体験など 青崎公民館

082-281-3802

5月12日（土）～13日（日）、
6月23日（土）～24日（日）
各１泊２日

三滝自然ファミリーランド 三滝少年自然の家
対象：家族
三滝の持つ自然の魅力を活かした家族で楽しむ野外での遊び
や観察（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

4月17日（火）
～5月6日（日） 岡本太郎展　by MAYAMAXX ギャラリーG

故岡本敏子氏を偲びながら、岡本太郎と関わりのあった作家
に「太郎」と「広島」をテーマにメッセージを伝えてもらう
展覧会。4月17日（火）ライブペインティング

ギャラリーG運営企画実行委員会
082-211-3260

6月 8日（金）
～10日（日） 作品展 神田山荘 本会支部会員及び一般市民からの絵画・書・写真などの作品展 神田山荘

082-228-7311

7月21日（土）
～9月2日（金）

夏の特別企画展示
「世界のカブト・クワガタ」～ヘラクレ
スオオカブトムシのすべて

森林公園
こんちゅう館

世界の生きたカブトムシ・クワガタムシの展示
様々なカブトムシ・クワガタムシとのタッチング・撮影コーナー
特にヘラクレスオオカブトムシについて詳しく解説・展示

森林公園
082-899-8241

毎週水曜日
10：00～16：00
（年末・年始休）

小磯良平作品展
中区西白島町22-15
㈱大野石油店3階
大野ギャラリー

小磯良平画伯の作品を約90点常設展示 ㈱大野石油店
082-221-9107

地 域 の 祭 ・ イ ベ ン ト

展 示 会 ・ 市 民 ギ ャ ラ リ ー

音 楽 ・ 芸 能

2007年春～夏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。

4月～7月

体 験 ・ 学 習

街 並 み 散 策 ・ ウ オ ー キ ン グ
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4月28日（土） 第13回二葉の里歴史の散歩道巡り 二葉の里歴史の散歩
道周辺

二葉の里歴史の散歩道をボランティアガイドによる神社・仏
閣などについての解説を聞きながら散策

東区区政振興課
082‐568‐7705

7月下旬（予定） 遺跡でムシをみつけよう！（仮称） 広島城跡（中央公園） 都会に残る文化財である広島城跡で石垣などを観察
同時に昆虫観察も行います。

広島市文化財団文化財課
082-568-6511

5月27日（日） 春の町めぐり 可部八丁目～三入一
丁目

大正時代の面影を残す立川邸を公開。琴の演奏を楽しみ、西
行寺の仏像を礼拝。折葉邸のワラブキの茶室で喫茶

可部夢街道まちづくりの会（梶川）
082-812-2750

4月1日（日） あきく魅力の山歩道 中野第二公園（JR安
芸中野駅東隣）集合 千本桜の新名所、蓮華寺山へのハイキング（申込不要） 中野駅前商店会事務局（仁井見）

082-892-2313

山 歩 き ・ 自 然 観 察

4月上旬～中旬 石内の桜めぐり 石内地区の神原、教徳
寺（浄徳寺）

神原のシダレザクラは県の天然記念物。教徳寺（浄徳寺）のモチヅ
キザクラは市の保存樹。神原では開花時期に合わせて茶店など開設

石内公民館
082-941-0120

4月15日（日） 山菜を学ぼう 森林公園
林業体験広場 山菜についての説明や、山菜の調理法などの講習 森林公園

082-899-8241

4月7日（土）・8
日（日） 第20回湯の山温泉桜まつり クアハウス湯の山前

特設会場 前夜祭（神楽上演）、大名行列、芸能発表、特産品販売など 湯の山温泉まつり実行委員会
0829-83-0146
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石内地区神原の岡眞由美さん
宅に生えている樹齢300年以上
のシダレザクラ。昭和48（197
3）年に広島県の天然記念物に
指定された銘木です。口コミで、
遠方からも観光客が来ていたと
いうこのシダレザクラ。桜の見
頃となる4月始めごろから約2
週間程度、岡さんは見物客に敷
地を開放しています。
石内女性会では、平成12（20
00）年から、シダレザクラを見
に来るお客さんのために、毛氈

もうせん

やテーブルを用意し、抹茶とコ
ーヒーを提供するようになりま
した。「天然記念物だというこ
とを尊重してくださる方に、観
賞しに来ていただけるとうれし
いですね」と石内女性会会長の
林さん。貴重な天然記念物でも
ありますし、個人の土地でもあ
りますので、騒音やゴミの後始

末など、周囲に迷惑がかからな
いようにマナーは守ってくださ
いね。
石内地区には、もう1つ桜の

名所があります。それは、教徳
寺のモチヅキザクラ。モチヅキ
ザクラは、いくつかの花が固ま
って、ボールのようになって咲
くのが特徴の珍しい桜で、広島
市の保存樹に指定されていま
す。神原のシダレザクラからは
車で10分程度の距離なので、
ドライブがてら立ち寄ってみる
のもおすすめです。

石内の桜めぐり
開催日時：4月1日ごろから約2週間（桜

の開花により前後します）
開催場所：シダレザクラ　広島市佐伯区

五日市町石内神原（岡眞由美
さん宅）・モチヅキザクラ教
徳寺（佐伯区五日市町石内湯
戸）

主催：石内女性会（シダレザクラ）
問合せ：082-941-1329（岡さん）、また
は082-941-0120（石内公民館）

information

石内の桜めぐり佐伯
区

神原のシダレザクラと湯戸のモチヅキザクラ

平和都市広島で、平和を願う
アーティストたちが集うイベン
トが開催されます。例年、野外
で行われてきたこのイベント
が、平成19（2007）年はコンサ
ートホールでも開催されます。
「音楽は気持ちを表現するもの。
広島に住み、毎年8月6日を迎
えているアーティストは、自然
と平和を願い、作品にその気持
ちを込めるようになっていく方
が多いと思います」とひろしま
ピース・デイ実行委員会の丸子
さん。昨年は約20組のアーテ
ィストが参加しました。広島在
住のアーティストだけでなく、
県外から「平和について歌いた
い」と手弁当で駆けつけたアー
ティストもいました。過去の出
演者は、女性コーラスグループ、
ギターの語り弾き、バンドやク
ラシックなど、さまざまな分野

のアーティスト。今年も、自
作・他作を問わず、平和につい
て演奏するアーティストが集う
予定です。
また、自分も平和について音
楽を演奏したいという希望者も
受け付けています。ポピュラー
音楽からクラシックまで、音楽
のジャンルは問いません。また、
ダンスや朗読など、音楽以外の
表現も受け付けています。定員
になり次第締め切られるので、
ひろしまピース・デイ実行委員
会までお問い合わせください。

ひろしまピース・デイ
開催日時：7月27日（金）
開催場所：南区民文化センター
アクセス：「皆実町1丁目バス停」下車徒

歩2分もしくは「南区役所前
電停」下車徒歩3分

主催：ひろしまピース・デイ実行委員会
問合せ：082-256-5912（丸子さん）

information

ひろしまピース・デイ南区

平和についての音楽が演奏される

安地区には、寛政年間（178
0年頃）から伝わる「大花田植」
という行事がありました。牛を
飾り、早乙女が衣装を着飾り、
かけ声をかけながら田植えをす
るというもので、約200年間続
いてきた伝統行事だったのです
が、昭和34（1959）年を最後
に途絶えていました。このまま
では郷土の伝統が消えてしまう
と感じた安公民館は、平成14
（2002）年、地域の人に「安の
花田植を残す運動をしません
か」と呼びかけました。すると、
小学生から80代までの人が集
まってくれたそうです。花田植
えの時に歌っていた歌や、演奏
していた笛などの楽譜も見つか
り、まずは「郷土芸能」として
練習を始めました。「せっかく
練習したんだから、田んぼで実
際にやってみないかと持ちかけ

たところ、みんな大賛成でした。
運良く田んぼを貸してくれる方
もみつかり、昨年、47年ぶり
の花田植が復活しました」と安
公民館館長の松島さん。昨年は
約3000人の見物客が出たそう
です。
釆振りが田んぼの畦で踊り、

早乙女が田植えをする「安の花
田植」。太鼓と音頭出し、笛な
どの演奏もにぎやかです。小雨
決行ですので、安の郷土芸能を
ぜひ見に来てくださいね。

安の花田植
開催日時：6月17日（日）

正午～午後2時
開催場所：安佐南区上安6-27
アクセス：アストラムライン上安駅から

徒歩で約10分
問合せ：082-872-4495（安公民館）

information

安の花田植安佐
南区

地域の伝統芸能を復活

平和を願う歌声がひびきます

「花田植は子どもの頃に見
た。懐かしい」と感動する
人もいるとか

北広島町大朝の「飾り牛保存会」の協力を得て、飾り牛もやってきます

4月21日（土） 尾長山自然観察会 尾長山周辺 尾長山を、緑のボランティアの会による植物の説明を聞きな
がら散策する

東区区政振興課
082‐568‐7705

4月22日（日） 区民ハイキング 瀬野福祉センター集合 自生のつつじが見ごろの八世以山へのハイキング 安芸区区政振興課
082-821-4905

5月3日（木） 三滝自然観察隊 三滝少年自然の家
対象：家族・グループ
三滝の自然を探求するするオリエンテーリング、星空観察な
ど（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

5月 平和大通り樹木探索のつどい 平和大通り一帯 戦後、全国から寄せられ、平和大通りに点在する木々を巡る、
樹木探索と平和学習

竹屋公民館
082-241-8003

5月12日（土）、
16日（水）、20
日（日）

高松城探検 高松山山頂付近 中世可部の発展を支えた熊谷氏の居城、高松城跡を探索する。 可部夢街道まちづくりの会（梶川）
082-812-2750

6月9日（土） ホタル鑑賞会 瀬野川河畔 静かにホタルを観賞 安芸区区政振興課
082-821-4905

4月22日（日） 松笠山登山と神田山温泉入浴 松笠山・神田山荘 健康づくりのための松笠山への登山と温泉入浴 神田山荘
082-228-7311

6月3日（日） 健康ウオｰキング 安佐北区
スポーツセンター 根の谷川周辺をウオーキング 安佐北区スポーツセンター

082-843-4999

4月22日（日） スケート感謝祭 総合屋内プール
シーズン中スケートリンク利用に対する感謝の意を込めて、
リンクを開放。スケート靴の履き方から上級レベルの滑走技
術まで、レベルに応じた指導

総合屋内プール
082-222-1862

温かい春風が吹いて、桜やチューリップも満開。ぽかぽかの陽気に誘わ
れて、心も軽くなりそうな春は、おでかけにピッタリです。市民が中心
となって活動する、地元ならではのステキな情報をクローズアップする
このコーナー。四季を感じるイベントに、出掛けてみませんか？

枝垂
し だ

れている枝が糸のように細い糸桜という種類です

「ちょうど、花の見頃は春風が
強い時期。風に枝がしなり、花
びらがぱぁっと散る様子は雪の
ようで本当にきれいです」と、
桜の所有者である岡さん

過去に行われたコンサートの様子。暑い中、たくさんの人が集まりました

ス ポ ー ツ






