
開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

10月18日（土）、19日（日） 広島国際学院大学
第41回高城祭

広島国際学院大学
中野キャンパス

・サークルによるバザー、文化展
・打上げ花火や豪華賞品のビンゴ大会
・サンボマスター、瑠璃等による無料野外ライブ

●広島国際学院大学学生部
学生課　082-820-2529

10月19日（日）
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25日（土）～11月9日（日） 広島城大菊花展 広島城二の丸、三の丸 大菊、福助菊、だるま菊等の展示 ●広島祭委員会
082-247-6805

10月25日（土）、26日（日） 第15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、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25日（土）～11月3日（祝） 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

●植物公園
082-922-3600

10月25日（土） 第4回いつかいち
童謡歌唱コンクール

佐伯区民文化センター
ホール

日本文化の1つである『童謡』を次の世代へ継承し、家族や
友人といっしょに童謡を歌うことにより人と人とのふれあ
いを大切にする心を育むことを目的とする。120の課題曲
から1つを選んでグループで歌う。

●五日市商工会
082-923-4138

10月26日（日） JR貨物フェスティバル
広島車両所一般公開 JR貨物広島車両所 機関車展示、吊り上げ実演、修繕場公開 ●JR貨物広島車両所

082-281-7760

10月26日（日） 第28回
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

（ 園音頭、よさこい）など
● 園町商工会
082-875-3476

10月下旬 柿もぎ隊 安佐町小河内地区 熊よけ対策として、地域住民と参加者で柿を収穫し、その柿
で干し柿・合わせ柿（渋抜き）づくりを行います。

●安佐北区役所農林課
082-819-3932

11月1日（土）、2日（日） 第42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、
模擬店など

●安田女子大学大学祭実行
委員会　082-878-8561

11月1日（土）～3日（祝） 第47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1日（土）（予定） 第6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2日（日） 西区民まつり 広島サンプラザ及び
近隣公園

ステージイベント、出展コーナー、子ども広場など ●西区役所区政振興課
082-532-0927

11月2日（日）、3日（祝） 第44回あかね祭 広島文化短期大学 食べ物の模擬店やお楽しみイベントがいっぱい。4学科（コ
ミュニティ生活、保育、食物、音楽）の展示や催し物など

●広島文化短期大学
082-239-5171

11月2日（日） 第29回安佐南区民まつり 安佐南区民文化センター パレード、芸能広場、交流広場、キッズ広場、子どもまつりなど ●安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

11月2日（日） 第19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

11月3日（祝） ナミキサワグルミー
on カルチャーデイ 並木通り歩道上

並木通りでのライブ・パフォーマンス・パラソルギャラリー
もみじ銀行新天地支店で絵画・写真展を併せて開催（11月5
日～12月末）

●並木通り商店街振興組合
082-245-1448

11月3日（祝） あいあいプラザまつり あいあいプラザ
（東地域交流センター）

文化祭
作品展示、芸能発表、バザーなど

●あいあいプラザ（東地域交
流センター）　082-261-1036

11月3日（祝） 第48回修大祭 広島修道大学
ヨーヨーつり、展示、仮装コンテスト、フリーマーケット、ビ
ンゴ大会、人形劇、野菜の朝市、武道系サークルによる演武、
屋台、ステージ、花火、パフォーマンス

●広島修道大学大学祭実行
委員会　082-848-9124

11月8日（土）、9日（日）
12:00～ 第41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9日（日） 安芸区民まつり 安芸区民文化センター 各種団体によるバザー、展示、ステージ発表、アトラクショ
ン、各種出店など

●安芸区役所区政振興課
082-821-4905

11月9日（日） 第23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

11月9日（日） 五日市農業祭 佐
伯

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16日（日）（予定） 漁業フェスティバル 水産振興センター 漁業体験・施設見学・魚介類販売など ●水産振興センター
082-277-6609

11月17日（月）～1月3日（土） ひろしまドリミネーション
2008

平和大通り南北緑地帯
（平和大橋東詰～田中
町交差点）

平和大通りを中心に、市内中心部の商店街・商業施設をライ
トアップする。

●ひろしまライトアップ事
業実行委員会
082-247-6805

11月18日（火）～20日（木） 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、
広島市中央部一体

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月中旬 白木町農業祭 JA広島市白木支店 農産物品評会、同即売、和牛共進会、営農パネル展、バザー他 ●JA広島市白木支店
082-828-1234

11月中下旬 高陽町農業祭

JA広島市深川支店
JA広島市口田支店
JA広島市落合支店
JA広島市小河原支店

農産物品評会、同即売、作品展示、バザー他

●JA広 島 市 深 川 支 店 
082-842-1131 ●JA広 島
市 口 田 支 店 082-842-1185 
●JA広 島 市 落 合 支 店 
082-842-4501 ●JA広 島 市
小河原支店 082-844-0111

11月30日（日） 第8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

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

　地域の祭り・イベント

8月2日（土）～24日（日） 夏休みワンパク月間 広島市森林公園 スイカ割りやそうめん流し、鮎のつかみ取りなど、いろいろ
なイベントを開催

●広島市森林公園
082-899-8241

8月2日（土）、9月6日（土）、
10月4日（土）、11月1日（土）

ウルトラC級市場で
逢いましょう

広島駅前愛友市場
ふれあい工房

新球場建設や駅前Cブロック再開発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。

●二葉公民館
082-262-4430

8月3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」を走ります（有料）。

●八幡川リバーマラソン大会
委員会　082-943-9705

8月6日（水） ピースメッセージ
とうろう流し 原爆ドーム付近 とうろうを流して、原爆、戦災、一般死没者の冥福を祈る ●広島祭委員会

082-247-6805

8月9日（土）            
14:00～15:30（予定） ピカドンたけやぶ合唱祭 牛田公民館

牛田在住の詩画家はらみちをさん原作の絵本「ピカドンた
けやぶ」を題材にした絵本の読み語りや地域団体等による
合唱などを通じて、平和な国際社会の実現を考える。

●牛田公民館
082-227-0706

8月23日（土） 第16回高陽まつり 高陽ニュータウンふれ
あい広場及び周辺施設

テント村（特産品等販売）、オープンレスト・カフェ、フリー
マーケット、文化発表、芸能発表、花火打上など

●高陽町商工会
082-842-0186

8月23日（土） 土曜夜市と産業祭 日本製鋼所広島製作
所グラウンド 地元企業・商店等による出店、ステージ、抽選会など ●船越町商工会

082-823-2754

8月23日、30日、
9月6日、13日いずれも土曜日

花と光のページェント
（夜間開園）

植物公園
夜に咲くオオオニバス、サガリバナや夜になると香る夜香
木の花など、夜の幻想的な植物を紹介。コンサート、キャン
ドルの巨大花迷路などもあります。

●植物公園
082-922-3600

8月24日（日） 中区子どもまつり ハノーバー庭園ほか つくってあそぶコーナー、人形劇、高齢者疑似体験など ●中区役所区政振興課
082-504-2546

8月24日（日）
10:00-19:00

第4回遊ゆう・しののめ
れんこん祭り 東雲本町公園 お楽しみステージ、東雲界隈写真展、味コーナー、フリー

マーケット、似顔絵コーナーほか
●れんこん祭り実行委員会
082-282-0070　担当者：橋本

8月24日（日） 打ち水大作戦2008
ひろしまコイン通り

イズミ五日市店
駐車場

地球温暖化防止策と資源の再利用として下水の再生水を利
用して打ち水を行います。

●打ち水大作戦2008ひろしまコ
イン通り実行委員会（コイン通り
商店街振興組合）082-923-1351

8月24日（日） 地蔵まつり コイン通り（造幣局広
島支局東南側）

コイン通りのラ・セーヌに設置している地蔵様にお供えを
し、神事を行う。子どもたちを対象にゲーム等を行う。

●コイン通り街づくり委員会
082-923-1351

8月30日（土）
16:00～20:00

第11回2008
ゆめわくランドあさみなみ

安川緑道公園
安佐南区地域福祉センター

老いも若きも、障害のある方もない方も、ボランティアをは
じめ地域の皆さんが一緒になって創りあげる「手作り」のお
祭です。模擬店、遊びの広場、健康チェックなど

●広島市安佐南区社会福祉
協議会　082-831-5011

9月6日（土）、7日（日） 第11回
草津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、笹船レース、ステーションギャラリー、西
国街道まち歩きほか

●草津まちづくりの会
082-271-7746　代表：宮川

9月7日（日） 下水道ふれあいフェア 西部水資源再生センター 施設見学、模型･パネルの展示、スーパーボールすくい、飲食
コーナーなど

●下水道局経営企画課
082-504-2265

9月14日（日）
9:00～16:00

第11回
猿猴川河童まつり

大正橋西詰め
（東部河岸緑地）

妖怪の仮装行列（一般公募）、仮装大会（コスプレ･その他自
由参加、賞品あり）、神楽、河川浄化イベント、太鼓や楽器の
演奏、各種団体の吹奏楽、大道芸、フリーマーケット、お楽し
みコーナーなど

●猿猴川河童まつり実行委員会
082-261-4984　委員長：貞森

9月14日（日） 第3回佐伯祭にきてみん祭
～作業所ふれあいフェスタ～

地域生活支援センター
いつかいち

ジュニアジャズダンスクラブ等によるステージ発表、模擬
店、体験＆情報コーナーなど

●佐伯祭にきてみん祭実行
委員会　082-943-5562

9月14日（日） 湯来観月会 善福寺 日谷山石累見学、お茶会、芋煮会、展示会、ミニコンサー
トなど

●湯来里山と触れ合う会
0829-85-0116

9月21日（日） 第10回ひろしまバスまつり 広島市中小企業会館 バス展示、バスの絵画コンテスト、体験広場、子ども広場、ア
トラクション、観光物産展など

●ひろしまバスまつり実行
委員会　082-261-3238

9月21日（日） ＫoiKoi
ふれあい水辺フェスタ

太田川放水路河川敷
（新己斐橋西詰）

ステージイベント、出展コーナー、水辺の遊び場、カヌー体
験など

●ＫoiKoiふれあい水辺フェ
スタ実行委員会（己斐公民館）
082-273-1765

9月21日（日）
パパ、絵本読んで！
～ Papa's絵本プロジェクトの
　おはなし会とフリートーク～

西区民文化センター
大広間

子育て中の父親である3人の講師陣による、お父さんと子
どものためのおはなし会。フリートークでは男性ならでは
の選書の面白さや読み聞かせ方、お父さんたちの絵本の楽
しみ方、子育ての経験談等を聞く。

●西区図書館
082-234-1970

9月28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

金持稲荷の秋祭りに合わせて、コイン通りにある公園で「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

10月4日（土） 「砂持加勢」まつり 本川河岸公園
（空鞘橋東詰北） 幕末に一度だけ行われた「砂持加勢」を市民参加により再現 ●広島城

082-221-7512

10月4日（土）予定 第10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

10月12日（日） 第5回エコまつり
“環ッハッハinよしじま” 中工場 環境に関する展示、青空レストラン、ステージ発表､フリー

マーケットほか
●吉島公民館
082-246-4121

10月12日 （日） 丹那の大名行列、湯玉 丹那町一帯 丹那町の秋まつり
穴神社を起点に湯玉、餅撒き、子ども大名行列、獅子舞など

●丹那町町内会
090-3175-0890　担当：菅 

10月12日（日） 園・興動祭
～地域に根づく祭～

広島経済大学
興動館

学生と地域が創るお祭。興動館駐車場メイン会場での参加
型イベント、模擬店、アトラクション、興動館館内での展示
会、子ども向けイベントなど

● 園・興動祭実行委員会
082-832-5010



開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

11月16日（日） 「武田山・馬返し」の整備
武田山・馬返し

（集合場所は武田山憩
いの森）

武田山の中腹にあり銀山城跡の一部でもある「馬返し」「御
門跡」「千畳敷」の景観を良くするため、雑木等の除伐作業を
実施。一緒に里山の保全活動をしてみませんか。雨天中止。

●プロジェクト武田山事務局
（ 園町商工会内）
082-875-3476

11月16日（日） 里山収穫祭 里山あーと村
棚田で収穫した米や野菜を使った料理作リなど
定員／30組　参加費／実費（食事代、保険料）　要申込み、
11月7日（金）（必着）

●安芸区役所農林課
082-821-4946

   街並み散策・ウォーキング

10月11日（土） 瀬野まちあるき
～大山峠を歩く～（仮称）

八本松～瀬野 八本松から大山峠を越え瀬野までの史跡旧跡の歴史散策 ●瀬野公民館
082-894-8006

10月18日（土） 瀬野川健康ウオーキング
安芸区スポーツセン
ター大体育室及び瀬
野川河川敷

健康に役立つ体操・歩き方を学び、実際に瀬野川河川敷を歩
いてみるというイベント

●安芸区スポーツセンター
082-893-1998

10月19日（日） 可部町めぐり 可部旧街道 可部旧街道沿いの古民家等の見学、散策など ●安佐北区区政振興課
082-819-3905

10月19日（日） 高松山ハイキング 高松山 高松山登山 ●安佐北区区政振興課
082-819-3905

10月～11月の土曜日か日曜日 いこいの空間ウオーク
「より道、うら道、さんぽ道。」

安川地区
園・長束地区

上八木地区
八木山の端地区
東野・川内地区

ボランティアガイドがそれぞれの地区を案内 ●安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

11月3日（祝） 健康ふれあいウオーキング 中央公民館管内 ウオーキングによる健康づくり ●中区役所区政振興課
082-504-2547

11月3日（祝） 史跡探訪会 山本地区（集合場所は
園西公民館）

5月25日の本保勝会開催の講演会で紹介された山本地区に
ある遺跡・史跡を探訪する。

● 園西公民館
082-875-1760

11月6日（木） 矢野なつかしの
優流里（ゆるり）散歩 矢野町内一円 矢野のまちに残る昔懐かしい家並みや史跡などをゆっくり

見て回ります。
●矢野公民館
082-888-0044

11月15日（土）
10:00～ まちづくり交流ウオーク 比治山及びその周辺 比治山及びその周辺のまちあるき

http://town-guide.plala.jp/walk/
●広島市観光アシスタント協会
082-881-0877　担当：片岡

11月15日（土） 八木用水の歴史を
訪ねる散策会 上八木から中須まで 上八木の太田川発電所から中須の安川緑道公園まで、八木

用水の歴史を学びながら散策します。
●広島市 園町外二ケ町土
地改良区　082-874-3311

11月16日（日） 区民ハイキング 水ヶ丸山～曽場ヶ城山
（上瀬野町）

安芸区の豊かな山の魅力を紹介し、山歩きの楽しみを知っ
てもらう。

●安芸区役所区政振興課
082-821-4905

11月17日（月） 湯の山ウオーキング＆
クアハウス温泉入浴体験 クアハウス湯の山 自然を利用したウオーキングの体験と、クアハウス湯の山

の協力により温泉入浴法も体験する。
●安佐南区スポーツセンター
082-848-2411

11月下旬（予定） 東区二葉の里
歴史の散歩道巡り

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。

●東区区政振興課
082-568-7705

11月22日（土） 福王寺山散策ハイキング 福王寺山 可部にある「福王寺山」への登山 ●安佐北区スポーツセンター
082-843-4999

   山歩き・自然観察
10月5日（日）
9：00～

三谷川源流石組堰堤群と
湯つぼ跡を訪ねる登山会 山本地区 三谷川源流の石組堰堤群から丸山のふもとに明治時代中頃

まで栄えた温泉「湯つぼ跡」を見学する登山会
● 園西公民館
082-875-1760

10月18日（土） 歴史学習と自然観察会 福田地域 勾玉づくりと地域の歴史、自然について学びます。 ●福田公民館
082-899-2901

10月中旬～11月 健康づくり登山 神田山荘と近郊の山 登山と神田山荘温泉入浴 ●神田山荘
080-228-7311

10月25日（土）
9：00～12：00

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

り、樹木探索と平和学習を行う
●竹屋公民館
082-241-8003

10月26日（日） 三滝少年自然の家
オープンデー 三滝少年自然の家 対象／一般

自然の家の様々なプログラムを体験する。（要材料費）
●三滝少年自然の家
082-238-630

11月15日（土）（予定） 西区やまなみハイキング 鈴が峰から三滝山 眺望のよい身近な里山縦断ハイキング ●西区役所区政振興課
082-532-0927

12月7日（日） 武田山登山会 武田山 憩いの森から史跡をたどりながら、武田山の史跡と眺望を
楽しむ登山会

●プロジェクト武田山（ 園
町商工会）　082-875-3476

   スポーツ

11月3日（祝）
9:00～17:00

2008スケートリンク
開場祭 広島市総合屋内プール

スケート自由滑走、ワンポイントレッスン、スケート靴の履
き方説明会、施設の賑わいづくりプログラム。
参加料／大人700円、小人500円（貸靴は別途300円が必
要。手袋（販売あり）が必要。）　対象／小学生以上（ただし、
未就学児1人につき1人の保護者が滑走する場合はこの限
りではない。）　定員／1,200人　申込／当日受付。

●広島市総合屋内プール
082-222-1860

11月16日（日） スポレク西区2008 西区スポーツセンター ドッヂビー交流会、ミニテニス体験会、カヌー体験会など ●西区スポーツセンター
082-272-8211

11月21日（金） スポーツ講演会 広島工業大学 スポーツ界の第一線で活躍された著名人（未定）をお招き
し、体験談などを披露していただく講演会

●広島工業大学
082-921-3121

11月30日（日） 第9回
安佐南区民交流駅伝大会

広島広域公園陸上競
技場

世代を超えたチーム編成で盛り上がる駅伝大会 ●安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

12月14日（日） ソフトバレーボール交流会 安芸区スポーツセン
ター大体育室

ソフトバレーボールの交流会
（11月10日（月）から募集開始）

●安芸区スポーツセンター
082-893-1998

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

11月30日（日）
11:00～ 鹿ヶ谷自然道もみじまつり 東山本「青原広場」

「もみじひろば」
昨年大好評だったこのまつり。昨年と比べ周辺の整備も随
分進みました。里山の秋の一日をお楽しみください。

● 園西公民館
082-875-1760

11月下旬 可部町農業祭 JA広島市可部支店 農産物品評会、同即売、餅つき・餅まき、有害鳥獣対策展示、
体験コーナー他

●JA広島市可部支店
082-814-2424

　音楽・芸能

8月24日（日）、10月12日（日） あさきた人形劇場 安佐北区民文化センター 地域で活動している人形劇団による子ども達への人形劇
発表会

●安佐北区民文化センター
082-814-0370

8月28日（木）、29日（金）
9月25日（木）、26日（金）
10月23日（木）、24日（金）
11月20日（木）、21日（金）

楽しいお食事と音楽の夕べ 神田山荘 季節の会席料理と演奏会 ●神田山荘
080-228-7311

8月31日（日） 森のジャズライブ 里山あーと村
広島市内等で活躍するジャズアーティストによる手づくり
の森のステージでの演奏（有料；前売り券1,500円）、各種バ
ザーコーナーなど【開場11：30　開演13：00】

●安芸区役所農林課
082-821-4946

9月13日（土）、14日（日）
11月15日（土）、16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・出演によるホールコン

サートシリーズ。
●安芸区民文化センター
082-824-1330

9月20日（土）
13：30～15：00 秋に感じてコンサート 園西公民館 中野洋子さんのチェンバロ演奏と地域の人たちによる本の

読み聞かせ・絵画のお話・フルート演奏
● 園西公民館
082-875-1760

10月11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。 ●かぐら保存会
082-839-2020

10月19日（日）
12:30～

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 ●竹屋公民館

082-241-8003

10月26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8日（土）、22日（土） 公民館コンサート 矢野公民館
中野公民館

広島在住の若手音楽家の企画・構成・出演による公民館コン
サートシリーズ。【8日：矢野公民館、22日：中野公民館】

●安芸区民文化センター
082-824-1330

11月15日（土）、16日（日） 西区民文化センター音楽祭 西区民文化センター
ホール

（1部）ゲストを交えてのア・カペラグループの発表会
（2部）中高年層で編成された「オヤジバンド」による演奏会

●西区民文化センター
082-234-1960

11月23日（祝）、24日（休） ミュージックシアター
ASAKITA 安佐北区民文化センター 一般公募による市民参加型ミュージカルの第14回公演 ●安佐北区民文化センター

082-814-0370

11月30日（日） 第18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

   展示会・市民ギャラリー

10月4日（土）～11月30日（日） まるごと
ひろしま美術館展Ⅱ ひろしま美術館

開館25周年の際に好評を得た「まるごとひろしま美術館
展」の第2弾です。当館所蔵の作品を「30」のテーマにわけ、
作品の背景をふくめて当館所蔵の名品の数々を「まるごと」
展覧するとともに、それぞれに関連の深い作品も、国内他美
術館から集めて同時に紹介します。

●ひろしま美術館
082-223-2530

10月中旬～11月 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
080-228-7311

10月26日（日） 第11回
市民リサイクルデー 西部リサイクルプラザ ゴミの減量啓発、市民リサイクルマーケット、再生家具・再

生自転車の展示・販売、リサイクル石鹸作り体験など
●西部リサイクルプラザ管
理事務所　082-501-2600

11月7日（金）～9日（日） 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

　体験・学習

7月20日（日）～8月31日（日） 夏休み
リサイクル体験学習教室 西部リサイクルプラザ 小学生親子を対象とした西部リサイクルプラザの施設見学

とリサイクル石鹸作り体験
●西部リサイクルプラザ管
理事務所　082-501-2600

8月2日（土） 広島城跡被爆の痕跡めぐり
（安芸区ネットワーク事業）

広島城 広島城にある被爆の痕跡を説明を聞きながら実際に城跡を
めぐる

●阿戸公民館
082-820-8222

8月9日（土）、10日（日）
9:00～14:00 炭焼き窯づくり体験 東山本「青原広場」

現在「青原広場」に設置している炭焼き窯をリニューアルし
ます。炭焼き窯づくりをみどり会のスタッフと一緒に体験
してみませんか。（自由参加）

● 園西公民館
082-875-1760

8月24日（日） みんなで工作
～くるくるヘリコプター～

西区民文化センター
工作実習室

身近な物を使ってヘリコプターのおもちゃを作る。 ●西区図書館
082-234-1970

8月24日（日） クイズラリー＆
動物チャレンジゲーム 安佐動物公園 歯をテーマとしたクイズラリーと動物の能力に挑戦する

ゲーム
●安佐動物公園
082-838-1111

9月21日（日）、23日（祝） 2008カエル年事業
カエル年クイズラリー 安佐動物公園 カエルのクイズに答えてカエルグッズを当てよう ●安佐動物公園

082-838-1111

9月22日（月）
9:00～14:00 炭焼き体験会 東山本「青原広場」

みどり会スタッフと広島市衛生推進の皆さんと一緒に、あ
らかじめ焼き上がった竹炭の取り出し→青竹の伐採→運搬
→竹割り→釜詰め→火入れという順番作業を行い、1日で
炭焼きの行程を体験できます。

● 園西公民館
082-875-1760

10月12日（日）、13日（祝） 古代キャンプ in 三滝 三滝少年自然の家
対象／小学4年生～小学6年生
自然とのかかわりの中で古代の人々の暮らしを体験し、歴
史への興味・関心を呼び起こす。（要参加費）

●三滝少年自然の家
082-238-6301

10月12日（日） 登山道整備
（権現峠→上観音→湯つぼ）

山本地区（集合場所は
春日野団地）

火山を西に下った権現峠から、湯つぼに到る登山道整備を
第一目的とし、併せて史跡を探索する。

● 園西公民館
082-875-1760

10月12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の体験。
定員／30組　参加費／実費（食事代、保険料）　要申込み、
10月3日（金）（必着）

●安芸区役所農林課
082-821-4946

10月26日（日） 青少年野外活動センター
及びこども村オープンデー

青少年野外活動セン
ター・こども村

施設をこども達やその家族等に広く開放し、特徴を活かし
た事業への参加、体験を通して施設に対する理解を深める

●青少年野外活動センター
082-835-1444



　待っとる間に鶴折る会は、日常生活の中で平和を考え、広
く訴えることを目的に平成16年に立ち上がりました。
　代表を務めるのは豊久芳光さん。メディアを通じて平和活
動が多種多様であることを知り、自分でもできることがあるので
はないかと思いました。当時の勤務先のお客様だった橋口忍
さんとお好み焼き「さいとう」の店主斉藤さんに協力をお願い
して、お好み焼きが焼けるまでの待ち時間に、お客さんに鶴を
折ってもらう呼びかけを始めました。
　当初は、6〜7月の2ヶ月間のみの活動で300羽の折鶴を回
収していましたが、協力店舗や期間が増えたこともあり昨年
は5,000羽を超えることができました。この一部は、活動を知っ
た知人とその家族の手で千羽鶴として作り上げられ、残りの
折鶴と一緒に8月6日の平和記念式典に合わせて平和記念

公園に届けられています。
　1店舗のお好み焼き屋から始まったこの活動。今では16店
舗の協力を得て、豊久さん・橋口さんのほか6名が各自店舗
を担当として持ち、活動を行っています。遠くは石川県・和歌
山県の飲食店の方からもご協力を頂いています。
　Ｈ㎡（ふむふむ）助成金を活用して、修学旅行誘致のため
の資料に添付するチラシをカラーで作成するなど活動を広げ
る予定です。この折鶴づくりを誰でもできる平和活動として広く
PRし、広島ならではの平和の発信につなげていきます。
　「お客様に折っていただいた鶴は店舗内に置いてあるガラ
スのボトルに入れていただきます。みんなが折った鶴がボトル
の中で重なり合うのを見て、連帯感などを感じて欲しい。この
活動の主役はお客様です。折鶴の数ではなく、何人携わった
かが大切なんです。今後もより多くの方に参加を呼びかける
ため、この活動に賛同いただけるボランティアも広く募集した
いと思っています」。人と出会い、活動が広がったことで豊久
さんたちの平和への思いがつながっていきます。

●待っとる間に鶴折る会・ヒロシマ
事務局 ☎090-7506-7069　nakedseven@s6.dion.ne.jp


