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	 中区	 東区	 南区	 西区	 安佐南区	 安佐北区	 安芸区	 佐伯区

ひろしま 八区イベントガイド春から夏に多彩なイ
ベント満載！中 東 南 西 安

南
安
北

安
芸

佐
伯

※各種項は、平成21年3月10日現在のものです。
※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下
さい。詳しくは各イベントの問合せ先にご連絡ください。

4月　 7月

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

7月開催予定 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を開催します｡

●広島電鉄㈱電車カンパニー
082-242-3551

8月1日（土） コーミンジャー夏まつり 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
体験などを行います。

●舟入公民館
082-295-5003

8月2日（日）予定 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　082-943-9705

8月6日（木） ピースメッセージ
とうろう流し 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

　音楽・芸能
4月23日（木）、24日（金）
5月28日（木）、29日（金）
6月25日（木）、26日（金）
7月23日（木）、24日（金）　

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

5月10日（日） 第28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 ●広島県西部神楽競演大会

実行委員会　0829-83-0889

5月23日（土）、24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

5月24日（日） 神楽鑑賞会 アステールプラザ
中ホール 広島市内及び近郊の神楽団体による神楽鑑賞会 ●アステールプラザ

082-244-8000

5月30日（土）、31日（日） あきクラシックコンサート
vol.91 vol.92 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月中旬〜下旬 さえきコラボ劇場 佐伯区民文化センター
音楽室

音楽（生演奏）と朗読をコラボレーション（共演）させた
舞台（有料）

●佐伯区民文化センター
082-921-7550

7月5日（日） 落語鑑賞会 安芸区民文化センター 広島出身の落語家（真打）及び地元落語愛好家を招聘して
の落語鑑賞会

●安芸区民文化センター
082-824-1330

7月20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 大野ギャラリー
（中区西白島22-15）

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11日（土）〜7月5日（日） 企画展「広島の遺跡を掘る
〜考古遺物から見る広島〜」 郷土資料館 広島市内にある遺跡から出土した遺物を中心に展示して

広島の古代を紹介
●郷土資料館
082-253-6771

4月18日（土）〜5月17日（日）
昔話ワールド

（平成21年度子ども読書まつり
共同事業）

西区図書館 昔話に関する図書の展示やクイズなどを行います。 ●西区図書館
082-234-1970

4月18日（土）〜5月10日（日） 春のハチミツフェスタ
2009 森林公園昆虫館 生きたミツバチの巣の展示、様々な花のハチミツの試食も

できます。
●森林公園昆虫館
082-899-8964

【募集期間】
5月15日（金）〜6月30日（火）

第20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します。（応募は障害のある人のみ）
表彰式：8月2日（日）、展示：8月1日（土）〜8月31日（月）〔予定〕

●心身障害者福祉センター
TEL	082-261-2333
FAX	082-261-7789

5月下旬予定 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

6月上旬 新着資料展 平和記念資料館
地下1階展示室4

平成20年度に平和記念資料館へ寄贈された被爆資料を展示 ●平和記念資料館学芸担当
082-241-4004

6月6日（土）〜7月20日（祝） 絵画と写真の交差
ー印象派誕生の軌跡ー ひろしま美術館

19世紀は人間の視覚体験の歴史にとって革命的な世紀
でした。その象徴が写真術と印象派の誕生です。
本展では、絵画、写真、版画など、200余点を展示し、絵画と
写真の密接な関係を検証します。

●ひろしま美術館
082-223-2530

7月18日（土）〜8月31日（月） 世界のカブト・クワガタ
2009 森林公園昆虫館 世界のカブトムシ・クワガタムシの生体約50種を展示。

カブトムシやクワガタムシとのふれあい体験もできます。
●森林公園昆虫館
082-899-8964

　体験・学習

4月4日（土）以後毎週土曜日 バックヤードガイド 安佐動物公園 動物舎や動物病院など、動物公園の裏側を案内します。 ●安佐動物公園
082-838-1111

4月4日（土）、5日（日） メイちゃんと
びっくり大接近！ 安佐動物公園 アフリカゾウのメイが園路に登場して間近に対面します。●安佐動物公園082-838-1111

4月4日（土）、5日（日） えさやり体験 安佐動物公園 キリンやヤギ、ヒツジへのえさやりを体験します。 ●安佐動物公園
082-838-1111

4月4日（土）、5日（日） 動物お食事タイム 安佐動物公園 飼育係が動物に給餌しながら解説します。 ●安佐動物公園
082-838-1111

4月5日（日） 東山本川源流の清掃 安佐南区東山本
「新池ホタル広場」

ホタルの生育環境を守るため東山本川源流の清掃活動を
行います。

●　園西公民館
082-875-1760

4月5日（日） メイちゃんの一日警察署長 安佐動物公園 アフリカゾウのメイが交通安全に関するパフォーマンス
を披露します。

●安佐動物公園
082-838-1111

4月11日（土）、6月6日（土） 動物園であそぼう 安佐動物公園 対象：小学校3〜6年生
ゲームなどで動物や自然を理解するプログラム。

●安佐動物公園
082-838-1111

4月11日（土）、12日（日） リサイクル・フリーマーケット 安佐動物公園 「ごみを減らして、動物や自然を守る」をテーマとした
フリーマーケットを開催します｡

●安佐動物公園
082-838-1111

4月12日（日）、5月17日（日）、
6月21日（日） 草笛講習会 森林公園 草笛のコンサートと講習会 ●森林公園

082-899-8241

4月18日（土） ひろしま健康余暇大学 二葉公民館
21年度余暇大学の開講を記念して、備後大道芸研究会の
鈴木八郎さんをゲストに迎え、「語りとパフォーマンス」を
テーマに講演を行います。

●二葉公民館
082-262-4430

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
4月4日（土）、5月2日（土）、
6月6日（土）、7月4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

新球場オープンや駅南口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、カープファンや団塊世代を中
心につくる“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

4月4日〜29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を開催。 ●植物公園
082-922-3600

4月4日（土）・5日（日）予定 第22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）、芸能発表、特産品販売などを開催。 ●湯の山温泉まつり実行委

員会　0829-83-0146

4月5日（日）〜5月17日（日） 森のスプリングフェスタ 森林公園 期間中は、サクラ、ツツジの花の観賞、夜桜まつり（4月10日〜
4月12日）、コンサート等、いろいろなイベントを開催します。

●森林公園
082-899-8241

4月12日（日） 第8回さくらまつり 神ノ倉山山頂及び
その周辺 子どもみこし、宝さがし、余興、バザーなどを開催します。 ●白木公民館

082-828-0753

4月中旬予定 第19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

4月中旬の土日 第19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、ステージなどを開催します。
●五日市商工会桜まつり実
行委員会　082-923-4138

4月中旬の日曜日 第10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

4月19日（日） 山菜まつり 安佐南区東山本
「鹿ヶ谷ふれあい広場」

武田山周辺に自生する「コシアブラ」などの山菜を採取、
ふれあい広場で天ぷらにして春の恵みを楽しみます。

●　園西公民館
082-875-1760

4月29日（祝） 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、施設公開、花木市、
ものづくり体験などを開催します。

●広島工業大学
082-921-3121

4月下旬〜5月上旬 春のシャクナゲ
ふれあい祭り 花みどり公園 シャクナゲの盛花期に合わせ、様々なイベントを開催します。 ●花みどり公園082-837-1247

5月3日（祝）〜5日（祝） 2009ひろしま
フラワーフェスティバル

平和記念公園、
平和大通りほか パレード、ステージなどを展開します。 ●広島祭委員会

082-247-6805

5月4日（祝） みどりの日・植物園の日
記念行事 植物公園

みどりの日と植物園の日を記念し、花苗のプレゼント、
コンサート、オリエンテーションなど、みどりに関する
様々なイベントを開催。入園料無料（駐車料は有料）

●植物公園
082-922-3600

5月中旬 水道資料館まつり 水道資料館
楽しみながら水や水道についての理解を深めるよう、
スーパーボールすくいなど、水を使ったゲームやパネル等
の展示を行います。

●㈶広島市水道サービス公社
082-221-5181

6月5日（金）〜7日（日） ゆかたできん祭
中央通り、基町クレ
ド、シャレオ、袋町公
園、広島市中央部一体

中央通り（歩行者天国）の「大とうろう（シンボルタワー）」を
中心に「ゆかたで踊りんさい」、他会場では「ゆかたを直しん
さい」、「ゆかたコレクション」、「ゆかた市場」など、ゆかたに
関連したイベントをとうかさんに併せて開催します。

●ゆかたできん祭実行委員会
（広島市中央部商店街振興
組合連合会）
082-245-1448

6月7日（日） 水道フェスタ 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」を基本テーマとして
広島市の「安全でおいしい水」について、楽しみながら理解
と関心を高めていただくよう様々な行事を行います。

●水道局企画総務課
082-511-6808

6月7日（日） ひろしま「山の日」 森林公園 山に親しむイベントを開催します。 ●森林公園
082-899-8241

6月7日（日） 第26回将棋大会 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。

（募集期間5月1日（金）〜5月15日（金）多数の場合抽選）

●心身障害者福祉センター
TEL	082-261-2333
FAX	082-261-7789

6月7日（日）予定 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します。

●コイン通り街づくり委員会
082-923-1351

6月13日（土）
18:00〜19:30 ほたるコンサート 　園西公民館 ホタルをテーマとした演奏会と作品展 ●　園西公民館

082-875-1760

6月14日（日） 再現
安の花田植

安佐南区安東二丁目
14番街区にある田

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
が再現します。

●安の花田植実行委員会事
務局　082-872-4495

6月28日（日）予定 第19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、餅まきなどを開催
します。

●湯来温泉ホタルまつり実
行委員会　0829-85-0321

7月5日（日） 安芸区
ふれあいフェスティバル 安芸区民文化センター 青少年を中心にした三世代の交流とふれあいの祭典 ●安芸区役所区政振興課

082-821-4905

7月18日（土）〜8月31日（月） 夏休みワンパク月間 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

●森林公園
082-899-8241

7月18日（土）〜8月31日（月） サマーフェア 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

①7月25日（土）予定
②8月1日（土）予定

①打ち水大作戦2009
ひろしま楽々園
②打ち水大作戦2009
ひろしまコイン通り

①ファミリータウン広
電楽々園やしの木広場
②イズミ五日市店駐
車場

地球温暖化防止対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2009事務局
082-504-2265

7月26日（日） 阿戸花まつり 安芸区阿戸町
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を開催します。●阿戸町農事研究会
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	 中区	 東区	 南区	 西区	 安佐南区	 安佐北区	 安芸区	 佐伯区

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

7月18日（土）〜19日（日）
1泊2日 家族マリンキャンプ 似島臨海少年自然の家 対象：小学生とその家族

募集人員：34家族（120名）
●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

7月19日（日）
10:00〜12:00 漆喰ボール作り 郷土資料館

対象：小学生・中学生
赤土だんごに色漆喰を塗り、磨いてピカピカの漆喰ボール
を作ります。
定員：先着30名（7月1日（水）9:00〜電話かFAXにて申込受付）

●郷土資料館
082-253-6771

7月下旬〜8月上旬 子ども研究塾 中央図書館、
竹屋公民館ほか

原爆被害、被爆体験などを調べ、学び、当時の実相について
の自由研究を行います。

●竹屋公民館
082-241-8003

7月下旬 さえきアートキャンパス 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を開催します｡ ●佐伯区民文化センター
082-921-7550

7月24日（金）、27日（月） サマースクール 安佐動物公園 対象：小学校4〜6年生
動物の飼育体験をします。

●安佐動物公園
082-838-1111

7月27日（月）、28日（火） 夏休みチャレンジ
ボランティア教室 心身障害者福祉センター

対象：小学生、中学生
手話や点字体験、車いす体験や障害者スポーツ体験など
障害者への理解を深めるための教室です。

●心身障害者福祉センター
TEL	082-261-2333
FAX	082-261-7789

7月27日（月）、28日（火） 福祉体験教室 心身障害者福祉センター
対象：15歳以上
ボランティア活動の体験と学習を行い、広く障害児・者に
対する理解と認識を深める教室です。

●心身障害者福祉センター
TEL	082-261-2333
FAX	082-261-7789

   街並み散策・ウォーキング

4月5日（日） ノルディックウオーキング
講習会 森林公園 ノルディックウオーキングの基本講習、ストレッチ、園内

のウオーキング体験（事前申込み）
●森林公園
082-899-8241

4月11日（土） 三滝山自然散策会 三滝山（宗箇山） 三滝山の自然観察と里山ハイキング ●西区役所区政振興課
082-532-0927

4月18日（土）、5月10日（日）、
6月7日（日） グリーンアドベンチャー 森林公園 マップを見ながら公園内を散策し、クイズを解いて楽し

みます。
●森林公園
082-899-8241

4月21日（火）
10:00〜14:00 二葉の里歴史の散歩道巡り 二葉の里歴史の散歩道

（饒津神社集合）

ボランティアガイドの会が饒津神社から不動院をご案内し
ます。散策前に新作のご当地落語の披露もあります。弁当持
参。雨天決行。4月1日（水）から電話申込受付。定員100人。

●東区役所区政振興課
082-568-7705

4月25日（土）
5月16日（土）
6月20日（土）

うきうき発見♪まちあるき
八木地区
長楽寺・上安地区
安東地区

地域の魅力を地元の方が案内
【6月までの予定】
4月25日（八木地区）、5月16日（長楽寺・上安地区）、
6月20日（安東地区）

●安東公民館
082-878-7683

4月26日（日）
13:00〜16:00 宇品めぐり 宇品一帯

対象：小学生以上
宇品の史跡をめぐりながら、宇品築港の足跡をたどります。
定員：先着20人（4月15日（水）9:00〜電話かFAXにて申込受付）

●郷土資料館
082-253-6771

5月23日（土）
6月6日（土）

いこいの空間ウオーク
「より道、うら道、さんぽ道。」

伴地区
　園・長束地区

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】
5月23日（伴地区）、6月6日（　園・長束地区）

●安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

   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。
神原では開花時期に合わせて茶店などが開かれます。

●石内地区連合町内会、
石内地区女性会

4月5日（日）
9：40〜14：30

あきく魅力の山歩道
蓮華寺山ハイキング

蓮華寺山
（中野第2公園集合）

千本桜が咲く春の蓮華寺山へのハイキング。
申込不要。雨天中止。

●中野公民館
082-893-1234

4月19日（日）
9：30〜12：00 平和大通り樹木探索のつどい 平和大通り一帯

（鶴見橋西詰め集合）
戦後、全国から寄せられ、平和大通り内に点在する木々を
巡り、樹木の特徴などを学ぶ樹木探索。

●竹屋公民館
082-241-8003

4月19日、5月10日・17日、
6月14日・21日、7月12日・19日、
いずれも日曜日

きせつの虫さがし 森林公園昆虫館 森林公園内でその時期ならではの昆虫等の観察。
事前申込制、先着各30人

●森林公園昆虫館
082-899-8964

4月25日（土）
9:30〜 春の自然観察会 呉娑々宇山

（東区役所駐車場集合）

東区緑のボランティアの会がご案内します。植物に親しみな
がらのハイキング。広島市森林公園にバス移動。少雨決行。
4月1日（水）から電話申込受付。先着60人。

●東区役所区政振興課
082-568-7705

4月26日（日）
10：00〜14：00 ギフチョウの観察会 呉娑々宇山 ギフチョウをはじめとする自然観察会 ●福田公民館

082-899-2901

4月29日（祝） 花の観賞会 森林公園 公園内に咲いている花の観賞 ●森林公園
082-899-8241

4月29日（祝）
日帰り 三滝自然観察隊 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24日（日） 「武田山の日」登山会 武田山
地元のボランティア団体の皆さんが、武田山の史跡や自
然についてガイドしながらいくつかの登山口（4コース予
定）から登ります。（往復はがきで申込み抽選）

●　園公民館
082-874-5181

5月中旬又は6月 健康づくり登山 神田山荘 登山と神田山温泉入浴 ●神田山荘
082-228-7311

6月7日（日） ホタル観賞会 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6日（月） 湯の山ウオーキング＆
クアハウス温泉入浴体験 クアハウス湯の山他 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

の入浴体験をします。
●安佐南区スポーツセンター
082-848-2411

4月8日（水） 親善グラウンドゴルフ大会 森林公園 緑豊かな森林公園の中でグラウンドゴルフをお楽しみく
ださい。事前申込制（参加費500円）

●森林公園
082-899-8241

4月26日（日）
9：00〜16：45 スケート感謝祭 総合屋内プール

対象：小学生以上（保護者・未就学児ペアで滑る場合は可）
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）　申込：当日受付

●総合屋内プール
082-222-1860

5月24日（日）
（雨天順延の場合）5月31日（日）

第30回
安芸区民スポーツ大会 瀬野川公園ほか ソフトボールほか8競技の大会、パークゴルフ、ニュース

ポーツ体験コーナー
●安芸区スポーツセンター
082-893-1998
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※各種項は、平成21年3月10日現在のものです。
※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下
さい。詳しくは各イベントの問合せ先にご連絡ください。

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

4月18日（土）〜19日（日）
1泊2日 三滝自然ファミリーランド 三滝少年自然の家

野外での遊びや観察などを通して、自然に親しむ。
普段できない体験を通じて、他の家族との交流を図るとと
もに、個々の家族の絆を深める。（要参加費）

●三滝少年自然の家
082-238-6301

4月19日（日） 山菜を学ぼう 森林公園 山菜についての説明や山菜の調理法などの講習
（往復はがきで事前応募）

●森林公園
082-899-8241

4月19日（日） 里山あーと村
合同歓迎会 里山あーと村 新規会員への里山あーと村の紹介 ●安芸区役所農林課

082-821-4946

4月25日（土）
13:00〜15:00 土偶ストラップ作り 郷土資料館

対象：小学生以上
粘土で土の面を作り、ストラップにします。
定員：先着30名（4月15日（水）9:00〜電話かFAXにて申込受付）

●郷土資料館
082-253-6771

4月25日（土）、26日（日） ASAZOOボランティアーズ
動物クイズラリー 安佐動物公園 動物に関するクイズに答えて、ぬいぐるみなどを当てよう。●安佐動物公園082-838-1111

4月26日（日）
7月5日（日）
11月15日（日）

カブトムシの里親2009
講習会 森林公園昆虫館

昆虫館から預かったカブトムシ幼虫を育てて成虫にし、
その子どもたちを昆虫館に帰していただきます。3回の講習
会に参加できる人を募集、事前申込制、抽選60組。要参加費

●森林公園昆虫館
082-899-8964

4月26日（日） 家族カヌー体験 似島臨海少年自然の家 対象：家族
募集人員：20家族（60名）

●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

4月29日（祝） 動物チャレンジゲーム 安佐動物公園 サルやペリカンなど動物の能力に挑戦しよう。 ●安佐動物公園
082-838-1111

5月2日・23日、6月6日・27日、
7月4日・25日、いずれも土曜日 昆虫館わくわくミニツアー 森林公園昆虫館 ふだんは入れない飼育室など、昆虫館の裏側を職員がご案

内します。昆虫とのふれあい体験もできます。当日受付。
●森林公園昆虫館
082-899-8964

5月2日（土） ヒツジの毛刈りと
糸つむぎ教室 安佐動物公園 毛刈りの実演と、専用のこまで糸つむぎを体験します。 ●安佐動物公園

082-838-1111

5月3日（祝）〜5日（祝） 打楽器ワークショップ 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を開催します｡

●安芸区民文化センター
082-824-1330

5月6日（祝） 鹿角ストラップづくり 安佐動物公園 実物の鹿の角で縄文風のおしゃれを再現します。 ●安佐動物公園
082-838-1111

5月9日（土） カエルのための
田んぼづくり・田植え 安佐動物公園 園内に設置したカエルの生息に配慮した田んぼに参加者

の皆さんで田植えを行います。
●安佐動物公園
082-838-1111

5月10日（日） 100万都市広島の原点
安芸武田氏 　園西公民館 武田・銀山城以降広島城につながる歴史の変遷に関する

研修会
●　園西公民館
082-875-1760

5月10日（日） 動物写生大会 安佐動物公園 動物の写生 ●安佐動物公園
082-838-1111

①5月16日（土）〜17日（日）1泊2日
②6月13日（土）〜14日（日）1泊2日
③7月11日（土）〜12日（日）1泊2日
④9月13日（日）日帰り
⑤10月10日（土）〜12日（祝）2泊3日

ボランティア養成セミナー 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才以上の青少年

（ただし、中学生は除く、すべての日程に参加できる方）
募集人員：30名

●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

5月16日（土）
13:00〜15:00 はにわづくり 郷土資料館

対象：小学生以上
粘土を使ってはにわを作ります。
定員：先着30名（5月1日（金）9:00〜電話かFAXにて申込受付）

●郷土資料館
082-253-6771

5月17日（日） ダルマガエルの目覚め観察会 安佐動物公園 飼育下で冬眠している広島県の絶滅危惧種ダルマガエル
を掘り出し、観察します。

●安佐動物公園
082-838-1111

5月23日（土）〜24日（日）
1泊2日 三滝自然ワンダーランド 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ます。（要参加費）

●三滝少年自然の家
082-238-6301

5月24日（日） 漢字探検隊 安佐動物公園 動物に関する漢字の成り立ちを学びます。 ●安佐動物公園
082-838-1111

5月24日（日） 里山あーと村
田植えと里山自然体験 里山あーと村 田植えとサツマイモ植えなどを行います。 ●安芸区役所農林課

082-821-4946

①5月31日（日）、6月6日（土）
②6月14日（日）、28日（日）
③7月5日（日）、26日（日）

親子森林体験 森林公園

親子で森林体験。（①②③は往復はがきで事前応募）
①5月31日、6月6日「モリアオガエル観察会」
②6月14日、6月28日「森のピザづくり」
③7月5日、7月26日「森のネイチャークラフト」
詳 し く はhttp://www.daiichibs-shitei.com/forest/index.
htmlをご確認ください。

●森林公園
082-899-8241

5月31日（日）
日帰り

誰でもできる
野遊び入門講座 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。（要参加費）

●三滝少年自然の家
082-238-6301

6月7日（日）、13日（土）、
20日（土）、28日（日） 親子で虫タッチ 森林公園昆虫館 昆虫館で飼育しているいろんな虫にさわってみよう！

お友達同士でもどうぞ。当日受付。
●森林公園昆虫館
082-899-8964

6月7日（日） 武田山フォーラム 広島経済大学 「中世広島湾頭の港町・　園」と「竹林の対策」についての２
つの講演会

●プロジェクト武田山事務
局（　園町商工会内）
082-875-3476

6月7日（日） モリアオガエルの産卵観察会 安佐動物公園 園内の池に産卵しているモリアオガエルの卵塊を観察
します。

●安佐動物公園
082-838-1111

6月14日（日） ジュニア海カヌー体験 似島臨海少年自然の家 対象：小学校4年生〜中学生
募集人員：48名

●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

6月14日（日） 里山あーと村
森と木工の日 里山あーと村 里山及びビオトープの整備などを行います。 ●安芸区役所農林課

082-821-4946

6月27日（土）〜28日（日）
1泊2日 三滝自然ファミリーランド 三滝少年自然の家

野外での遊びや観察などを通して、自然に親しむとともに
普段できない体験を通じて、他の家族との交流を図るとと
もに、個々の家族の絆を深めます。（要参加費）

●三滝少年自然の家
082-238-6301

7月4日（土） 英語で学ぼう、動物たち！ 安佐動物公園 大学の英語教師がアフリカ産の動物を英語で解説します。●安佐動物公園082-838-1111
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平成21年3月28日発行　発行者/&広島市ひと・まちネットワーク　まちづくり市民交流プラザ　〒730-0036　広島市中区袋町6-36 ※再生紙・植物油インクを使用しています。

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「7月下旬発行予定」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

●ひろしま八区イベントガイドがあり、すごく参考になります。
２２号のを切り取り、早速冷蔵庫に貼りつけました。（50代女性）

●市民交流プラザへ寄ると、新しい「らしっく」が発行されて
いないだろうかと真っ先に探します。毎号のタイトルもいい
ですネ。今回は「春待月号」とは粋な感じがします。毎号をと
ても楽しく読ませていただいております。（50代男性）

●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。

●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/
　※メールマガジンの登録もできます。	
●E-mail	
　m-plaza@hitomachi.city.hiroshima.jp

『らしっく』22号へお寄せいただいた
“声”をご紹介します。

〒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

まちづくりのボランティアは？

　㈶広島市ひと・まちネットワークでは、市民の皆さんの自主的なまち
づくり活動を支援し、市民、企業、行政の協働によるまちづくりを推進
するための仕組みづくりとして、公益信託による基金を設けています。
ひと・まち広島未来づくりファンドＨ㎡（ふむふむ）は
●豊かでいきいきとした市民社会づくりを目指すため、市民の皆

さんの自主的なまちづくり活動に対する助成事業を行います。
●学識経験者などで構成する運営委員会が、公開により助成

先の審査・選考を行うとともに、運営に関する助言なども行
い、まちづくり活動の支援や拡大を図っていきます。

●市民、企業等からの寄付などを加えて、広島のまちづくり
に役立てていきます。
詳しくは、㈶広島市ひと・まちネットワークホームページをご覧ください。
▼ホームページ
http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/

公益信託広島市まちづくり活動支援基金 ひと・まち広島未来づくりファンド Ｈ
ふ む ふ む

㎡

お 待 ち し て ま す ！

　瓦葺の屋根、土と漆喰の壁、意匠を凝らした立派なうだ
つ。安佐北区可部の旧街道には、今も昔ながらの趣きのある
古民家が軒を連ねています。そんな古い街並みをはじめ、寺
社、手押しポンプ、花の咲く裏路地など、可部に点在する素
朴で懐かしい風景を守り、街の活性化につなげることを目的
とし、平成15年に発足した「可部夢街道まちづくりの会」。始
まりはJR可部駅西口の整備を行うにあたって、地域の意見を
まとめるため、旧街道沿いの町内会長や住民たちが中心と
なって集まったのがきっかけでした。かねてから個々に持って
いた「この街並みを残したい」という想いが、団体となったこと
で統一され、「どうせ活動するなら、駅だけでなく旧街道の活
性化にも取り組みたい」という共通の目的になりました。
　可部の魅力を伝えるために、旧街道沿いの名所を見てま
わる「可部のまちめぐり」は、昨年で５回目を数える恒例行事
となっており、毎回たくさんの人が可部を訪れます。実施にあ
たる地元からの協力者も年々増えており、街を良くしたいとい

う想いは会だけでなく地元の住民や学生たちにも
広がっています。
　その他にも、高松山の整備、イベントの実施、NPO法
人ウイング可部と協力して古民家を改築したカフェ「可
笑屋」のオープンなど、数 の々活動を行っています。
　H㎡の助成金を活用し、「可部まちめぐり」のカ
ラーマップ製作や、散歩道コース案内板の設置、新しくなっ
た可部駅西口のモニュメント制作などを行ってきました。可
部の古き良き見所の発掘と、新たな可部のまちづくりに力を
注いでいます。
　昨年４月から「可部夢街道まちづくりの会」の呼びかけに
よって、西口広場のボランティア清掃が始まりました。現在、学
校や老人クラブ、企業、区役所など約20団体が交替で清掃
を行っています。「可部夢街道まちづくりの会の活動を通し
て、地域の方が可部の魅力に気付いてくれれば嬉しい」と、
「大旦那」（代表）多川さんたちの想いは膨らみます。「可部
夢街道まちづくりの会」の活動は、2008年度、中国地方で唯
一国土交通省の「手づくり郷土賞」（一般部門）を受賞しま
した。街を愛する心は受け継がれていき、その想いは行動と
なって、可部の街に広がり続けています。

●可部夢街道まちづくりの会
事務局 ☎082-812-2750

Ｈ
ふ む ふ む

㎡ 助成支援団体のご紹介


