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※各事項は、平成20年2月29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連絡ください。
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開　　催　　日 イ　ベ　ン　ト　名 区 開　催　場　所 内　　　　容 問　合　せ　先

 音楽・芸能
毎月第1日曜日
16：00～ パイプオルガン定期演奏会 中世界平和記念聖堂

（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があります

カトリック幟町教会
082-221-0621

4月24日（木）、25日（金）、5月22日
（木）、23日（金）、6月26日（木）、27日
（金）、7月24日（木）、25日（金）予定

楽しいお食事と音楽の夕べ 東神田山荘 季節の料理と演奏会 神田山荘
082-228-7311

4月27日（日）
14：00開演

オープンプラザシアターvol．80　KAITA
フルートアンサンブル　春風が届けるフ
ルートの調べ2008　ラプリマベーラ

東東区民文化センター
オープンプラザ（中庭）

ラ・プリマベーラとはイタリア語で「春」の意味。麗らかな春のひ
とときを、フルートの音色とともに過ごしませんか？

東区民文化センター
082-264-5551

5月11日（日） 広島県西部神楽競演大会
ザ・ファイナル

佐
伯

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24日（土）、25日（日） あきクラシックコンサート
vol．79　vol．80

安
芸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・出演による

コンサートシリーズ
安芸区民文化センター
082-824-1330

6月28日（土）、29日（日） あきクラシックコンサート
vol．81　vol．82

安
芸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・出演による

コンサートシリーズ
安芸区民文化センター
082-824-1330

7月5日（土） サロンコンサート 安
北日浦公民館 七夕コンサート～オカリナ演奏～ 日浦公民館

082-838-3220

7月21日（祝） 小さなこども達のための
クラシックコンサート

安
芸安芸区民文化センター 幼児から小学校低学年のこどもを持つ親子を対象にしたクラ

シックコンサート
安芸区民文化センター
082-824-1330

 展示会・市民ギャラリー
毎週水曜日
10：00～16：00
（祝日・年末・年始休）

小磯良平作品展 中
中区西白島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

4月12日（土）、13日（日） カフェ「エノアール広島」オープン 南現代美術館 いちむらみさこ／小川てつオによる物々交換カフェが現代美術
館の屋外会場に出現します

現代美術館
082-264-1121

4月19日（土）～5月18日（日）
春の特別企画展示（仮称）
「春のハチミツフェスタ―ミツバチ
とこんちゅう館の春の虫―」

東森林公園こんちゅう館 生きたミツバチの展示、蜂蜜の試食、販売等（予定） 森林公園こんちゅう館
082-899-8964

4月19日（土）～5月18日（日） 宮沢賢治ワールド（平成20年度
子ども読書まつり共同事業） 西西区図書館 宮沢賢治の絵本や関連本、切り絵、人形の展示 西区図書館

082-234-1970

5月中旬又は6月 作品展 東神田山荘 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

募集期間：
5月15日（木）～6月30日（月）

第19回広島市心身障害者福祉
センター書道・写真コンテスト 東広島市

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）　表彰式：8月3日（日）10：00
～、展示：8月3日（日）～14日（木）、会場：広島県生涯学習センター（予定）

心身障害者福祉センター
TEL082-261-2333
FAX082-261-7789

5月17日（土）～6月29日（日） マティスとルオー展
～モロー教室の二人～ 中ひろしま美術館 ギュスターヴ・モローのもとに学んだマティスとルオーの共通の

関心や互いの影響を探る展覧会
ひろしま美術館
082-223-2530

5月中旬 春の合同展示会 安
芸矢野公民館 グループ、団体による活動成果発表・作品展示 矢野公民館

082-888-0044

7月12日（土）～9月7日（日）
日仏交流150周年記念
「芸術都市パリの100年」展
～パリの美術館コレクション～

中ひろしま美術館 日仏交流150周年を記念して、パリ市内の美術館の協力のも
とに開催する展覧会

ひろしま美術館
082-223-2530

7月19日（土）～8月31日（日） 夏の特別企画展示（仮称）
「世界のカブト・クワガタ2008」 東森林公園こんちゅう館

世界の様々な生きたカブトムシやクワガタムシがやってきます。
一部は実物に触れることもできます。実物ならではの迫力をお
楽しみください

森林公園こんちゅう館
082-899-8964

 体験・学習
4月19日（土）、20日（日） どうぶつ工作広場 安

北安佐動物公園 簡単な工作で動物のアクセサリーづくり 安佐動物公園
082-838-1111

4月20日（日）日帰り
7月12日（土）～13日（日）1泊2日 誰でもできる野遊び入門講座 西三滝少年自然の家

対象：高校生～一般
日頃郊外へ出かけることが少ない大人たちを対象に、野外での
自然体験活動の楽しさ、おもしろさ、おどろきなどを体験します

三滝少年自然の家
082-238-6301

4月20日（日） 里山あーと村
合同歓迎会

安
芸

里山あーと村
（安芸区阿戸町牛ケ谷）

新規会員への里山あーと村の紹介
各部会の活動開始日

安芸区役所農林課
082-821-4946

4月26日（土）、27日（日） ヒツジの毛刈りと糸つむぎ教室 安
北安佐動物公園 職員による毛刈りとこまを使った糸つむぎ 安佐動物公園

082-838-1111

4月27日（日）日帰り 家族カヌー体験 南似島臨海少年自然の家
対象：家族
カヌーの基礎説明・基礎漕艇・応用漕艇など
定員：24家族（60名）

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

5月3日（祝）、24日（土）、6月7日（土）、
28日（土）、7月5日（土）、26日（土）
13：40～

こんちゅう館わくわくミニツアー 東森林公園こんちゅう館
こんちゅう館の見どころ、展示昆虫の詳しい解説をし、飼育室
等一般入館者の入れない場所へご案内します（当日申込10
組30名まで）

森林公園こんちゅう館
082-899-8964

5月3日（祝）～5日（祝） 打楽器ワークショップ 安
芸安芸区民文化センター

対象：中学生・高校生
あきクラシックコンサート実行委員らによる、講習会形式の打
楽器ワークショップ

安芸区民文化センター
082-824-1330

5月5日（祝） 鹿角ストラップづくり 安
北安佐動物公園 鹿の角を使って縄文風のアクセサリーづくり

遺跡から見つかった動物の骨などの展示
安佐動物公園　082-838-1111
広島市文化財団文化財課
 082-568-6511

5月10日（土）～11日（日）1泊2日
6月7日（土）～8日（日）1泊2日
7月5日（土）～6日（日）1泊2日

ボランティア養成
セミナー 南似島臨海少年自然の家

対象：野外活動ボランティアに関心のある15歳以上の青少年
キャンプ理論、野外炊飯、ファイアー実習、救急法、野外ゲーム、キャ
ンププランニング、キャンプ実習、自然体験学習など　定員：30名

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

5月18日（日） 里山あーと村
田植えと里山自然体験

安
芸

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 安芸区役所農林課

082-821-4946

5月31日（土）、6月1日（日） 浄水場見学会 東
ほか

牛田・緑井・高陽・府中の
各浄水場

10：00と14：00から、水道局職員の案内による浄水場の施設
見学を行う

水道局企画総務課
082-511-6808

開　　催　　日 イ　ベ　ン　ト　名 区 開　催　場　所 内　　　　容 問　合　せ　先

 地域の祭・イベント
4月5日（土）、6月7日（土）、
7月5日（土） ウルトラC級市場で逢いましょう 南広島駅前愛友市場

ふれあい工房
駅前Cブロック再開発や新球場建設で注目を集めるまちのに
ぎわいづくりのため、団塊世代を中心に“たのしい、おいしい、な
つかしい”交流イベントを開催

二葉公民館
082-262-4430

4月5日（土）～29日（祝）の
土・日・祝 植物公園さくらまつり 佐

伯広島市植物公園 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5日（土）・6日（日） 第21回湯の山温泉桜まつり 佐
伯

クアハウス湯の山前
特設会場

前夜祭…神楽上演（水内神楽団ほか）
当日祭… 子ども神楽上演、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

4月6日（日） 井原さくらまつり 安
北神ノ倉山公園 ちびっこ武者行列、お茶会、古里産品、手ひねり陶器、グライ

ダー体験会、バザーなど
井原地区魅力発見の道づくり委員会
（古川）
082-828-2330

4月17日（木）～23日（水） 第18回花のまわりみち 佐
伯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

4月19日（土）、20日（日） 第18回さくらまつり「盛春桜花」 佐伯五日市中央公園 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

4月20日（日） 第9回さくらパレード 佐
伯コイン通り

「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

さくらパレード実行委員会
082-923-1351

4月20日（日） フリーマーケット 佐
伯コイン通り（中央第1公園） 「花のまわりみち」、「さくらまつり」、「さくらパレード」と同時開催するフリーマーケット

コイン通り商店街振興組合
082-923-1351

4月27日（日）・29日（祝）、
5月3日（祝）～5日（祝）予定

花と緑のキャンパス
ふれあいフェスタ

佐
伯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、施設公開、花木市、もの

づくり体験等
広島工業大学
082-921-3121

5月中旬（日程未定） 水道資料館まつり 東水道資料館 スーパーボールすくいなど、水を使ったゲームや水、水道につい
てパネル等の展示を行う

広島市水道サービス公社
082-221-5181

6月1日（日） 水道フェスタ 中紙屋町地下街シャレオ
中央広場

「とどけよう豊かな水を未来にも」を基本テーマとし、広島市の
「安全でおいしい水」について、楽しみながら理解と関心を高
める目的で、様々な行事を実施します

水道局企画総務課
082-511-6808

6月1日（日） 第25回将棋大会 東広島市
心身障害者福祉センター

将棋を通じて、障害のある人とない人が相互に交流し、障害のある人のより
一層の社会参加を促進します。（募集は障害のある人30人、ない人10人、
申込は往復はがきで募集期間5月1日（木）～15日（木）多数の場合抽選）

心身障害者福祉センター
TEL082-261-2333
FAX082-261-7789

6月8日（日） あんず祭 佐
伯イズミ駐車場 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

6月8日（日） 路面電車まつり 中広島電鉄千田車庫 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14日（土）
18：00～19：30 ほたるコンサート 安

南祇園西公民館 地元のホタル情報、コンサート（筝曲） 祇園西公民館
082-875-1760

6月15日（日） 再現安の花田植 安
南

安佐南区上安六丁目
27番地の田

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

安の花田植実行委員会事務局
082-872-4495

6月29日（日）予定 第18回湯来温泉ホタルまつり 佐
伯湯来温泉街 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6日（日） 安芸区ふれあいフェスティバル 安
芸安芸区民文化センター ふれあいフェスティバルのホール行事として、地域で活動してい

る文化団体の発表会を開催
安芸区役所区政振興課
082-821-4905

7月上旬 七夕電車 中
ほか

広島電鉄市内線 装飾した電車の営業運行 広島電鉄電車カンパニー
082-242-3551

7月の土曜日2日間 らくらくえん土曜夜市 佐
伯楽々園ふれあい通り近辺 ふれあい通りに露店が並び、ゲームやジャズダンス、フラダンス

などのパフォーマンスが楽しめます
らくらくえん土曜夜市実行委員会
082-924-7600

7月19日（土）、26日（土）
8月2日（土） 2008年コイン通り夜市 佐

伯コイン通り、イズミ駐車場 商店街と地域団体がいっしょになり、コイン通りに賑わいを求
め夜店を出店

コイン通り街づくり委員会
082-923-1351

7月19日（土）～8月31日（日） サマーフェア 佐
伯広島市植物公園 アサガオの巨大カーテン、巨大ヒマワリ、オオオニバス試乗体

験会など
植物公園
082-922-3600

7月26日（土） サマーフェスティバルinやの 安
芸矢野小学校 バザー、ステージ発表など 矢野公民館

082-888-0044

7月27日（日） 第21回阿戸花まつり 安
芸阿戸福祉センター 安芸区管内の生産農家による切花品評会など 阿戸町農事研究会

8月2日（土） コーミンジャー夏まつり 中舟入公民館 手作り工作やかき氷、ポップコーンなどのお店屋さんの体験ほか 舟入公民館
082-295-5003

8月3日（日） 八幡川リバーマラソン 佐
伯八幡川（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」を走ります（有料）
八幡川リバーマラソン大会委員会
082-943-9706

8月6日（水） ピースメッセージとうろう流し 中原爆ドーム南側ほか とうろうを流して、原爆、戦災、一般死没者の冥福を祈ります 広島祭委員会
082-247-6805

ひろしま 八区イベントガイド
彩りいろいろ。春から夏の催し満載！

4月 7月
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江戸時代、広島藩主浅野家の湯治場として栄えた湯の山温
泉。当時の様子を偲ばせる湯殿が現存し、国の重要有形民俗文
化財にも指定されています。そんな由緒ある温泉場が桜の見頃
を迎える時期に開催されるのが、この「湯の山温泉桜まつり」
です。
まつりは前夜祭と当日祭があり、前夜祭は津軽三味線・地

元神楽団による神楽上演、当日祭は舞踊・魚つかみ取り（小学
生以下・無料）・湯来南高校の
生徒による和太鼓演奏・子ども
神楽など、多彩なプログラムが
予定されています。会場内には、
無農薬野菜・特産品・お菓子など、
地元の人たちが作った新鮮な食
材・飲食物のお店も並びます。
まつりのメインイベントと

も言えるのが、地元有志とエキ
ストラ40人による「再現・湯
の山湯治絵巻」と題した大名行
列。衣裳や小道具、メイクや着
付けなど、すべて地元の人たち
によって用意されているという
のには、驚かされます。そして、

もうひとつの目玉は第１回目から
毎年開催している「お楽しみ大抽
選会」。電子レンジ・DVDプレイ
ヤー・アイロン他、豪華景品が用
意されています（※抽選券の配布
は先着150人。空くじあり）。
温泉地内には多くの桜がありますが、

中でも樹齢70年以上といわれる「竹下
桜」は湯の山温泉のシンボル的な存在で、
シーズンには多くのカメラマンが訪れる
そうです。イベントを楽しんだ後は、美
しい桜並木をゆっくりと散策してみては
いかがでしょうか。

安芸区役所と地域の住民が協力し
て開催するホタル観賞会。昨年は、
120人が参加し、初めて見るホタルの
姿に何と不思議な光景かと驚かれる人
も多かったとか。開催場所の榎山川水
系では、自然発生のゲンジボタルが瀬
野川の中でも最も多く観察できるそう
です。観賞会ではまず、クイズ形式でホタルの種類や生態につ
いての事前学習をします。写真やイラストで楽しみながら学ん
だ後、いよいよ、グループに分かれて観察に出かけます。ホタ
ルが光り始めるのは夜８時から10時頃。成虫の寿命は長くて
も１週間ほど。食事はせず、この間に交尾をして産卵を行うの

です。光と音が苦手なホタルは、
街灯や車のヘッドライトのある明
るくにぎやかな場所では生息でき
ません。灯りを消して静かにそっ
と観察するのがポイントです。
「ふるさと瀬野川づくりの会」
は、瀬野川流域の魅力再発見につ
ながる活動に取り組んでいます。

また、「瀬野川ホタルの会」は、地域住民とともにホタルに関
する研修会や自然観察会、清掃活動を通して、瀬野川の自然
環境を守る活動に取り組んでいます。「どうしてホタルの再生
を皆さんに訴えるかというと、“川の汚れ具合が少なくなった、
瀬野川がきれいになった”ことを証明したいという思いがある
からです。幼虫を放流して、ホタルが見られるというのは川の
きれいさの証。観察を通じて、
川の再生への関心をもってもら
えれば。」と保光さんは言いま
す。
美しいホタルの光に心癒され

ながら、暮らしの中の身近な自
然を感じられるイベントです。

開　　催　　日 イ　ベ　ン　ト　名 区 開　催　場　所 内　　　　容 問　合　せ　先

6月5日（木）、12日（木）、
19日（木）、26日（木）、
7月3日（木）

子どもと本をむすぶボランティア
養成講座～初心者編～ 西西区民文化センター

大会議室A
地域で活動する読み聞かせボランティアを養成する5回連続
講座。定員30名（要申込、5月1日受付開始）

西区図書館
082-234-1970

6月8日（日）日帰り ジュニア海カヌー体験 南似島臨海少年自然の家
対象：小学校4年生～中学生
カヌーの基礎説明・基礎漕艇、海洋カヌー実習など
定員：54名

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

6月8日（日） 武田山フォーラム 安
南広島経済大学興動館 武田山フォーラム開催

プロジェクト武田山事務局
（祇園町商工会内）
082-875-3476

6月8日（日） 里山あーと村
森と木工の日

安
芸

里山あーと村
（安芸区阿戸町牛ケ谷） 里山及びビオトープの整備など 安芸区役所農林課

082-821-4946

6月21日（土）～22日（日）1泊2日
8月7日（木）～9日（土）2泊3日 三滝自然ワンダーランド 西三滝少年自然の家

対象：小学4年生～中学3年生　三滝の持つ自然の魅力を活
動に活かし、日頃なかなかできないような自然体験活動を行い、
思い出づくりをしながら人間的な成長を図ります（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

7月12日（土）～13日（日）
1泊2日 家族マリンキャンプ 南似島臨海少年自然の家

対象：小学生とその家族
海浜遊び、広島湾クルージング、キャンプファイアーなど
定員：34家族（100名）

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

7月24日（木） ピースキャンドルのつどい 安
北日浦公民館 ピースキャンドルづくり 日浦公民館

082-838-3220

7月27日（日） みんなでおりがみ 西西区民文化センター
工作実習室

対象：小学生
後藤弘美氏の指導によりおりがみで工作をする（要申込）

西区図書館
082-234-1970

7月下旬（予定） さえきアートキャンパス 佐
伯佐伯区民文化センター 子ども対象の絵画体験ワークショップ 佐伯区民文化センター

082-921-7550

8月11日（月）～13日（水）
2泊3日 こども平和キャンプ 西

ほか

似島臨海少年自然の家
平和記念資料館
三滝少年自然の家

対象：小学4年生～中学3年生
広島の歴史、被爆の実態、碑巡り、遺跡見学などを通して、戦
争や平和について学習します（要参加費）　定員：60名

似島臨海少年自然の家 082-259-2766
平和記念資料館 082-241-4004
三滝少年自然の家 082-238-6301

8月20日（水）～22日（金）
2泊3日 感動塾・みちくさ 西三滝少年自然の家

対象：小学4年生～小学6年生　身近なものからテーマを選
び、実験・観察、自然体験などの活動を通して、自然や科学技
術に対する興味・関心を高めます（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

 街並み散策・ウオーキング
4月19日（土）、27日（日）、
5月10日（土）、17日（土）、31日（土）、
6月7日（土）、28日（土）

いこいの空間ウオーク
「より道、うら道、さんぽ道」

安
南

毘沙門地区　大塚地区　八木地区
古市地区　相田・安地区
祇園・山本地区　緑井地区

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19日（毘沙
門地区）、4月27日（大塚地区）、5月10日（八木地区）、5月17日（古市地区）、5
月31日（相田・安地区）、6月7日（祇園・山本地区）、6月28日（緑井地区）

安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

4月26日（土） 東区二葉の里歴史の
散歩道巡り 東東区二葉の里歴史の散歩

道
二葉の里歴史の散歩道のコースを歩き、ボランティアガイドに
よる解説を交えて神社・仏閣を見学

東区役所区政振興課
082-568-7705

4月26日（土） 五日市まちめぐり散策路
完成記念ウオーク

佐
伯西国街道沿線

広島五日市ライオンズクラブ創立30周年記念事業として旧五日市町の
歴史をめぐり、気軽に見物できる散策路を整備。散策マップと史跡案内
板の完成を記念して散策会を開催。定員50名（4月2日から受付開始）

五日市公民館
082-922-8333

5月18日（日） 八木用水散策と
原自然館見学

安
南安佐南区西原 八木用水を学びながら、八木用水を巡る散策会と

原自然館の見学
祇園公民館
082-874-5181

7月下旬（予定） 遺跡でムシをみつけよう！（仮称） 中縮景園
江戸時代に広島藩主・浅野家の別邸として造られ、大名庭園
の趣を今に伝える縮景園を散策しながら、同時に身近な自然と
ふれあう意味で昆虫観察も行います

広島市文化財団文化財課
082-568-6511

 山歩き・自然観察
4月6日（日） あきく魅力の山歩道

蓮華寺山ハイキング
安
芸蓮華寺山 千本桜が花咲く春の蓮花寺山へのハイキング。申込不要

午前10時中野第二公園集合。雨天中止
中野公民館
082-893-1234

4月上旬～中旬 石内の桜めぐり 佐
伯

石内地区の神原、教徳寺
（浄徳寺）

神原のシダレ桜は県の天然記念物。教徳寺（浄徳寺）のモチ
ヅキ桜は市の保存樹。開花時期に合わせて神原では茶店など
でもてなします

石内公民館
082-941-0120

4月19日（土）
9：00～15：30

春の自然観察会
～フデリンドウを観に行こう！～ 東呉裟々山ハイキングコース

（森林公園）
緑のボランティアの会がご案内します。集合：東区役所駐車場に
9：20まで。少雨決行。参加費無料。準備物：弁当・飲み物・雨具、
軽登山ができる服装。要電話申込（受付は4／1～）先着70名

東区役所区政振興課
082-568-7705

4月20日（日）、5月11日（日）、
18日（日）、6月8日（日）、15日（日）、
7月13日（日）、20日（日）

自然観察会「きせつの虫さがし」 東森林公園
こんちゅう館

こんちゅう館の周辺で昆虫の野外観察を行い、季節の昆虫
についてこんちゅう館職員が開設します（雨天の場合は別メ
ニューで対応。10組30名まで）

森林公園こんちゅう館
082-899-8964

4月下旬 平和大通り樹木探索のつどい 中平和大通り一帯 戦後、全国から寄せられ、平和大通りに点在する木 を々巡り、
樹木探索と平和学習を行います

竹屋公民館
082-241-8003

4月29日（祝）日帰り 三滝自然観察隊 西三滝少年自然の家 対象：家族・グループ
施設の見学や三滝の自然観察・星空観察など（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

5月10日（土）～11日（日）、
7月5日（土）～6日（日）
各1泊2日

三滝自然ファミリーランド 西三滝少年自然の家
対象：家族
三滝の自然を活かした野外の観察や遊びを楽しみ、家族の絆
を深めるとともに他の家族との交流を図ります（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

5月中旬又は6月 健康づくり登山 東神田山荘と近郊の山 登山と神田山温泉入浴 神田山荘
082-228-7311

6月8日（日） ホタル観賞会 安
芸瀬野福祉センターほか 静かにホタルを観賞します 安芸区役所区政振興課

082-821-4905

 スポーツ
4月27日（日） スケート感謝祭 東総合屋内プール

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
082-222-1860

ホタル観賞会
ホタルがすむ美しい瀬野川を感じて

ホタル博士の保光さん

安
芸

ホタル観賞会
開催日時：6月8日（日）19：00～
開催場所：瀬野福祉センター、榎山川周辺
アクセス：JR瀬野駅南口すぐそば
主　　催：ふるさと瀬野川づくりの会、瀬野川ホタルの会
問合せ先：安芸区役所区政振興課　☎082-821-4905

Information

事前学習に大人も子どもも興味津々

ホタルの幼虫は半年かけて2～2.5
センチ程に成長します

第21回 湯の山温泉桜まつり
地元の人たちの創意と工夫がギュッと詰まった一大イベント

湯の山温泉桜まつり
開催日時：4月5日（土）19：00～23：00・6日（日）10：00～15：00
 〔雨天の場合は翌週へ順延：4月12日（土）・13日（日）〕
開催場所：クアハウス湯の山前特設会場
アクセス：山陽自動車道五日市ICから約45分
主　　催：湯の山温泉まつり実行委員会
問合せ先：湯の山温泉まつり実行委員会
　　　　　☎0829-83-0146（国沢） ☎0829-83-0403（森井）

Information

地元神楽団による迫力ある上演

佐
伯

お話を伺った実行委員会
の代表 国沢紀代子さん

豪華絢爛な衣裳は全て手作り！ 最初
は恥ずかしがっていた人も、やっている
うちに気分がのってくるとか



「からたちの花が咲いたよ♪」の童謡でおなじみの、枸橘。北原白秋
が作曲者の山田耕筰の体験を元にして作詞したといわれています。
純白の花・甘い香り・青くて痛いトゲ・優しくしてくれた友達…あなたは
どんな時、懐かしいあの頃を思い出しますか。 

白神社 NHK広島 
放送局 
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●ホームページ 
http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/
m-plaza/ 
 
●ひろしま情報a-ネット 
http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/ 
 
●E-mail 
m-plaza@hitomachi.city.hiroshima.jp 
 
〒730-0036　広島市中区袋町6-36 
TEL:082（545）3911（代表） 
TEL:082（545）3913（施設予約受付専用） 
FAX:082（545）3838

●開館時間 
　 午前9時30分～午後10時 
●休館日 
　毎月第3月曜日、12月29日～1月3日 
●交通アクセス 
　市内電車：「袋町」電停から徒歩約3分 
　バス：「袋町」バス停（広島電鉄・広島バス）
　　　  から徒歩約3分 
　アストラムライン：「本通駅」から徒歩約6分 
※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。
ただし、車いす使用者等にご利用いただく駐車場は3台分
用意しています。 

※自転車・バイクの方は、地下の公共駐輪場（有料）をご利
用ください。 

広島市まちづくり市民交流プラザ 広島市まちづくり市民交流プラザ 

「らしっく情報の森」に載せて欲しい！ という、イベントや募集情報、 

『らしっく』への感想・ご意見などの“声”をお寄せください。 

お寄せいただいた声は次号で紹介する場合があります。 

次号は「初夏発行予定」です。8月以降の情報をお待ちしています。 

らしっく編集部　〒730-0036　広島市中区袋町6-36　まちづくり市民交流プラザ　TEL:082（545）3911　FAX:082（545）3838 
　　　　　　　E-mail:m-plaza@hitomachi.city.hiroshima.jp

お 待 ち し て ま す ！ 
『らしっく』19号へお寄せいただいた 
 声をご紹介します。 

私たちが意外に知らない情報が掲載され、「エッ！こんな地域で活動されて
おられるのだ」とらしっくからいつも新しい情報を得ております。表紙はとて
も明るい色を使われており目につきやすいです。（５０代・男性） 

広島市内ボランティア相談・調整機関の紹介 広島市内ボランティア相談・調整機関の紹介 

　広島市ボランティア情報センターは、社会福祉法人広島市社会
福祉協議会内にある、主として福祉活動を対象にしたボランティア
センターです。地域でのさまざまなボランティア活動や社会福祉に
関する情報提供等、ボランティアコーディネーター等による相談を
受け付けています。 
※市内には、各区社会福祉協議会にも、区域での活動を対象にしたボランティア
　センターがあります。 

　また、社会福祉関係の図書・ビデオを所有し、無料で貸し出しを
行っています。所有している図書・ビデオについてはホームページ
から検索できます。 
　その他、ボランティアの交流の場・活動の場として研修室やサロ
ンを提供しています。 

ボランティア活動等に関する相談を行っています。 

【相談受付時間】 月曜日～金曜日の午前９時～午後５時 
（土・日・休日・祝日・８月６日・１２月２９日～１月３日はお休みです） 

【部屋の利用時間】 午前９時～午後９時 
（毎月第３日曜日・８月６日・１２月２９日～１月３日はお休みです） 

詳細は、直接お問い合わせいただくか、 
ホームページをご覧ください。 

詳細は、直接お問い合わせいただくか、 
ホームページをご覧ください。 

【問合せ先】 

〒730-0052 

広島市中区千田町一丁目9番43号 

広島市社会福祉センター3階 

TEL：082-544-3399　FAX：082-544-3404 

URL：http://www.shakyohiroshima-city.or.jp/ 

E-mail：voinfo@shakyohiroshima-city.or.jp 

 

　財団法人広島平和文化センター国際交流・協力課では、ホーム
ステイ・ホームビジットボランティア及びボランティア通訳者を募集・
登録し、市内で開催される各種国際交流事業や区役所等行政機関
窓口及び学校等での対応に協力していただいています。 
　また、非営利的な機関・団体等の依頼により、ホームステイ・ホー
ムビジットボランティアのあっせん、ボランティア通訳者の派遣を行
っています。 
　各ボランティアにつきましては、当課のホームページに募集案内
と登録用紙を掲載しています。 

　当課では、その他にも毎年秋に開催される国際交流･協力イベ
ント「国際交流･協力の日」や「ぺあせろべ」でのボランティアも募
集しています。 

ホームステイ・ホームビジットボランティア及び 
ボランティア通訳者の登録を行っています。 

【登録受付時間】 月曜日～金曜日の午前９時～午後５時 
（１２月２９日～１月３日はお休みです） 

【問合せ先】 

〒730-0811  

広島市中区中島町1番5号　 広島国際会議場３階 

TEL：（082）242-8879　FAX：（082）242-7452 

URL：http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/ 

E-mail：internat@pcf.city.hiroshima.jp

福祉活動のボランティアは？ 

まちづくりのボランティアは？ 

国際交流・協力活動のボランティアは？ 

至広島駅 相生通り 至
西
広
島
駅 

元
安
川 

平和大通り 

鯉城通り 広島市役所 

平和記念公園 

中消防署 

至吉島 
至宇品 

NHK

国道２号線 

紙屋町 

（財）広島平和 
　　文化センター 

広島市ボランティア 
情報センター 

広島市ボランティア情報センター （財）広島平和文化センター 
国際交流・協力課 

広島市ボランティア情報センター （財）広島平和文化センター 
国際交流・協力課 


