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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

12月5日（土）〜6日（日） 　園公民館まつり 　園公民館 芸能発表・作品展示・夜の部・バザー　など ●　園公民館　
082-874-5181

12月5日（土）、12日（土）、
19日（土）、20日（日）

花と光のページェント
（夜間開園）

広島市植物公園
キャンドルやイルミネーションで形作った巨大平面クリスマ
スツリーや、植物のライトアップなどを行います。クリスマスコンサー
トも開催。

●広島市植物公園
082-922-3600

12月6日（日） 広島市心身障害者
福祉センター '09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　など

●広島市心身障害者福祉センター
TEL：082‐261-2333
FAX：082‐261-7789

12月12日（土） 留学生と市民との
ふれあいコンサート

留学生会館1Ｆ
交流ラウンジ 留学生と市民（チェンバロ予定）による演奏を行います。 ●広島市留学生会館

082-568-5931

12月12日（土）〜25日（金） 第3回
瀬野川イルミネーション

ほことり広場
（安芸区中野五丁目）

瀬野川河川敷において賑わいと憩いの水辺空間“水と光のコ
ラボレーション”を創出（12日は17時から点灯式を行います）。

●安芸区役所区政振興課
082-821-4905

12月19日（土） 祝還暦！
市民球団 カープ60年祭

広島駅南口
エールエール地下広場

カープ誕生60年の節目を祝い、カープOBトークショーほか、
カープにエールを送るパフォーマンスなど、さまざまな催しを
行います。

●二葉公民館
082-262-4430

12月22日（火） 元気に冬越し
冬至はかぼちゃ 安佐動物公園 ヒヒやゾウ、ヤギにはかぼちゃ、入園者にはかぼちゃスープを

プレゼントします。　定員：先着100名
●安佐動物公園
082-838-1111

12月23日（祝） ナミキ・クリスマス・ファンタジ− 並木通り歩道上 キッズボ−カル、生演奏による街角クリスマスコンサ−トを
開催します。

●並木通り商店街振興組合
082-245-1448

12月開催予定 クリスマス電車 広島電鉄市内線
装飾した電車の運行
サンタクロースによるお菓子のプレゼント配布

（広島駅、西広島駅、横川駅）

●広島電鉄㈱電車カンパニー
082-242-3551

（平日9:00〜17:45）

1月2日（土）、3日（日） 新春子どももちつき大会
干支の引継ぎ式 安佐動物公園 干支の引き継ぎ式（2日のみ）にはウシとトラの着ぐるみが

登場します。威勢よくもちをついて、丸めて食べられます。
●安佐動物公園
082-838-1111

1月10日（日） 森のたこあげ教室・大会 広島市森林公園 手作りたこの作り方講習と凧揚げ大会 ●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

1月10日（日）、11日（祝） 落ち葉でやきいも作り 安佐動物公園 熱々の焼き芋を食べられます。 ●安佐動物公園
082-838-1111

1月11日（祝） もちつき大会 広島市森林公園 杵と臼でもちをついて、
みんなでぜんざいにして食べられます。

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

1月17日（日） 安佐南っ子
ふれあいフェスティバル 安佐南区民文化センター 安佐南区在住の子どもたちによる舞台発表や作品展示など ●安佐南区民文化センター

082-879-3060

2月6日（土）、7日（日） 南区さざなみフェスティバル
舞台発表 南区民文化センター 区内で活動している文化サークルによる舞台発表 ●南区民文化センター

082-251-4120

2月6日（土）〜14日（日） 春をよぶ
ランらんまつり 広島市植物公園 シンビディウム、デンドロビウムなどランを大規模に飾るとともに、

ランに関する様々な関連イベントを開催
●広島市植物公園
082-922-3600

2月13日（土）、14日（日） バレンタインイベント 広島市森林公園 バレンタインデーに因んでカップルで来園した方には、
特典があります。

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

2月14日（日） 第18回南の風EBAあそび 江波山公園 舞台コーナー、バザーコーナー、ちびっこ昔ながらの遊びコーナー
●南の風の街EBAを創る会
事務局
090-6403-1512　担当：大浦

2月21日（日） 世界に挑戦（アタック）！
もちつき交流会 舟入公民館 公民館で活動する外国語のグループによる各国料理を

楽しみながら交流を深めます。
●舟入公民館
082-295-5003

2月28日（日）
10:00〜14:00（予定） 第20回広島市水産まつり 水産振興センター

カキの販売をはじめ、地元でとれた新鮮な活魚、ノリ、ワカメ、シジミ
等の販売をする他、カキ打ちやノリすきの漁業体験もできます。
クロダイの刺身や味噌汁、大河鍋（ノリ汁）の無料試食もあります。

（品切れ次第終了）

●経済局農林水産部水産課
082-504-2252

3月6日（土） 第3回よしじまキッズ
かもめマラソン 本川河川敷 小学生対象のマラソン大会 ●吉島公民館

082-246-4121

3月6日（土）、7日（日） さえき文化と学びのつどい 佐伯区民文化センター 区内の公民館等と共同で開催する芸能発表、総合展示、
ワークショップ、バザーなど

●佐伯区民文化センター
082-921-7500

3月7日（日）
10:30〜15:00 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、竹とんぼ工作教室、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（広島安佐商工会佐
東支所内）　082-877-9352

3月14日（日） 動物と消防の写生大会 安佐動物公園 消防車と動物を一緒に描く写生大会 ●安佐動物公園
082-838-1111

3月14日（日） 熱帯果樹の観察と
コーヒーの試飲 花みどり公園

展示温室で熱帯果樹の観察を行った後、
温室内にあるコーヒー豆でコーヒーを作って試飲します。
募集期間：3月1日（月）〜8日（月）

●花みどり公園
082-837-1247

3月20日（土） 並木通り春まつり 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 ●並木通り商店街振興組合
082-245-1448

　音楽・芸能
12月5日（土）18：00開演
6日（日）14：00開演 オペレッタ「こうもり」 東区民文化センター　

ホール
MAYA OPERA PRODUCEがお届けする、オペレッタ ●東区民文化センター

082-264-5551

安
南

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

12月6日（日） 第31回可部町芸能祭 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
082-814-4813

12月10日（木）、11日（金）
演劇マネジメント活性化事業
演劇公演「劇×魂」 南区民文化センター 定期公演を行うことにより、実践から制作知識の学習を行う

アートマネージャー育成事業
●南区民文化センター
082-251-4120

12月12日（土） クリスマスきらきらコンサート 井口公民館 インディアンハープの楽器が奏でる音色に触れ体験するとともに
クリスマスソングなどの音楽を楽しめます。

●井口公民館
082-277-9258

12月13日（日） 名曲コンサート 安芸区民文化センター 想い出の曲を美しい映像と共にお送りする名曲コンサート ●安芸区民文化センター
082-824-1330

12月19日（土）、20日（日）
ポピュラーミュージック活性化事業 
バンドバトル「冬の陣」 南区民文化センター 音楽テクニックを競い合うバンドのコンテスト及び活動支援 ●南区民文化センター

082-251-4120

12月20日（日）、1月10日（日）
2月7日（日）、3月7日（日） さろんコンサート 安佐南区民文化センター

ロビー

ロビーで気軽に楽しめるコンサート
●12/20…オカリナ・キーボード演奏と朗読、
●1/10…フルート・ピアノ・クラリネット
●2/7…ジャズ演奏、3/7弦楽四重奏

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

12月26日（土）
演劇マネジメント活性化事業
演劇ワークショップ成果
発表会

南区民文化センター ユース向けの演技者育成及び、劇作家育成事業の演技講座
受講生による成果発表を行います。

●南区民文化センター
082-251-4120

1月9日（土）、10日（日）、11日（祝） 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・出演によるホースコン
サートシリーズで100回記念となります。

●安芸区民文化センター
082-824-1330

1月14日（木）〜17日（日） やまなみ文化祭 安佐北区民文化センター ●1/14〜17…区内在住者による美術作品展
●1/16・17…区内の芸能団体による舞台発表

●安佐北区民文化センター
082-814-0370

1月23日（土） 話芸に親しむ
「話・和・輪・ワー」 南区民文化センター 演芸（落語・漫談・講談・色物芸等）愛好者による公演 ●南区民文化センター

082-251-4120

1月24日（日）
ノートジャパンの邦楽ノートVol.3
音で聴く「江戸〜東京」 東区民文化センター　 「長唄」をテーマに、邦楽打楽器奏者・望月太喜之丞を迎えて

送る、レクチャーコンサート
●東区民文化センター
082-264-5551

1月29日（金）
19：00開演

第8回アートサポートクラブ企画公演
「“爆発”フレッシュブラス
コンサート〈仮）」

東区民文化センター
スタジオ1

東区民文化センターアートサポートクラブによる企画第8弾の
トランペットコンサート

●東区民文化センター
082-264-5551

1月30日（土）、31日（日）
演劇企画室ベクトル第13回公演

「誰も見たことのない場所」
東区民文化センター
スタジオ2　 演劇企画室ベクトルによる演劇公演 ●東区民文化センター

082-264-5551

1月30日（土） フィオリトゥーラ
ほのぼのコンサート 西区民文化センター 世界の優しい曲、懐かしのメロディーなどを、ソプラノのデュエット

を中心とした編成で演奏します。
●西区民文化センター
082-234-1960   

2月6日（土）、7日（日） ひがし区 出会い・ふれあい
フェスティバル 東区民文化センター 東区で活動する文化団体のステージ発表、作品展示や、

おはなし会、バザーなど
●東区民文化センター
082-264-5551

2月6日（土）、7日（日） 西区民文化センターまつり 西区民文化センター 西区で活動している文化団体の舞台発表、展示、バザーなど ●西区民文化センター
082-234-1960 

2月6日（土）7日（日） 神楽公演 安佐南区民文化センター
ホール 安佐南区内の神楽団等による公演 ●安佐南区民文化センター

082-879-3060

2月11日（祝） アンサンブルアッカの
国巡りシリーズ

東区民文化センター　
スタジオ1 アンサンブル・アッカによる国巡りシリーズコンサート ●東区民文化センター

082-264-5551

2月13日（土）、14日（日） 安佐南区音楽祭 安佐南区民文化センター
ホール

安佐南区内で活動している音楽団体の発表会
13日：コーラスの部、14日：器楽・吹奏楽の部

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

2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 広島交響楽団によるファミリーコンサート ●安芸区民文化センター

082-824-1330

2月18日（木）、19日（金）
演劇マネジメント活性化事業
演劇公演「劇×魂」 南区民文化センター 定期公演を行うことにより、実践から制作知識の学習を行う

アートマネージャー育成事業
●南区民文化センター
082-251-4120

2月25日（木）

歌曲のしらべ番外編
藍川由美ワークショップ3

「美しい日本語と日本の歌
のために」

東区民文化センター　
スタジオ1

「明治の唱歌と大正の童謡」をテーマに送る、
レクチャーコンサート

●東区民文化センター
082-264-5551

2月26日（金） サロンコンサート
歌曲のしらべ33

東区民文化センター　
スタジオ1

広島の名歌手、名ピアニストとともに送る、朗読、トークを加えた
サロンコンサート

●東区民文化センター
082-264-5551

2月26日（金）〜28日（日） 演劇引力廣島
第7回プロデュース公演

アステールプラザ
多目的スタジオ

広島の演劇人による演劇公演 ●アステールプラザ
082-244-8000

3月6日（土）、7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
ホースコンサートシリーズ。

●安芸区民文化センター
082-824-1330

3月7日（日） 文楽鑑賞会
「人形浄瑠璃文楽」

アステールプラザ
中ホール

出演：（財）文楽協会 ●アステールプラザ
082-244-8000

3月13日（土） 話芸に親しむ
「話・和・輪・ワー」 南区民文化センター 演芸（落語・漫談・講談・色物芸等）愛好者による公演 ●南区民文化センター

082-251-4120

3月13日（土）、14日（日） にんぎょうげき 安芸区民文化センター 広島で活躍している劇団による人形劇 ●安芸区民文化センター
082-824-1330

3月13日（土）予定 ひろしま横川映画祭 西区民文化センター 自主制作映画の上映会 ●西区民文化センター
082-234-1960

3月19日（金）、20日（土） ひろしま横川芸術祭 西区民文化センター 横川を拠点に活動している劇団との共催による演劇公演 ●西区民文化センター
082-234-1960

3月21日（日） 第4回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神楽発表会 ●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

南
安
芸

佐
伯

佐
伯

安
南

中

南

安
南

中

東

南

西

東

安
芸

中

安
南

東

安
南

安
芸

 中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区中 東 南 西 安
南

安
北

安
芸

佐
伯

※各種項は、平成21年11月28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。

南

中
他

安
北

東
安
北

東

東

中

中

西

中
佐
伯

安
北

安
北

安
北

東

南

安
芸

南

南
安
芸

安
北

南

東

西

東

西

東
安
南

安
芸

南

東

東

中

西

西
安
北

安
北



1314

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

1月17日（日）、31日（日）、
2月21日（日）

親子森林体験
「たき火とやきいも」 広島市森林公園 公園で採集した枝葉を焼いて持参したサツマイモを

親子で焼いて食べることができます。
●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

1月17日（日） 「江戸時代のカキ船料理再現」 郷土資料館
江戸時代のレシピでカキ船料理を作ります。
対象：18歳以上　定員：先着20名、参加費：1000円
申込：1月5日（火）午前9：00から受付

●郷土資料館
082-253-6771

①1月23日（土）
②2月20日（土） ドキドキ似島 似島臨海少年自然の家 カキうち体験、バウムクーヘンづくりなど

対象：小学生とその家族　定員：各60名
●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

1月23日（土）、24日（日）
音響技術ワークショップ
オペレーター Step1 南区民文化センター 音響の知識・技術に関する実技を伴った初級者向けの講座 ●南区民文化センター

082-251-4120

1月30日（土）、31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 キャンドルの集い、もちつき、山道のポイントめぐりなど

対象：家族　定員：20組、要参加費
●三滝少年自然の家
082-238-6301

2月7日（日） 味噌とつばき餅づくり 花みどり公園 味噌とつばき餅を手作りし試食します。
募集期間：１月１５日（金）〜２３日（土）

●花みどり公園
082-837-1247

2月5日（金）〜7日（日） 芸能チャレンジ倶楽部 西区民文化センター ダンス等のサークル活動を気軽に体験できる講座 ●西区民文化センター
082-234-1960   

2月6日（土）、7日（日）
1泊2日

誰でもできる大人の野遊び
入門講座 三滝少年自然の家 自然観察　野鳥観察など

対象：15歳以上（中学生を除く）　定員：20名、要参加費
●三滝少年自然の家
082-238-6301

2月7日（日） 親子森林体験
「くんせい」 広島市森林公園 親子で一緒に持参した材料を保存食のくんせいにして試食します。 ●広島市森林公園 管理センター

082-899-8241

2月7日（日）
9:00〜15:00 「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

2月14日（日） 音響技術ワークショップ　
ビギナーズコース 南区民文化センター 音響の知識・技術に関する初級者向けの講座 ●南区民文化センター

082-251-4120

2月27日（土）、28日（日） 照明技術ワークショップ 南区民文化センター 照明の知識・技術に関する実技を伴った初級者向けの講座 ●南区民文化センター
082-251-4120

2月28日（日） 親子森林体験
「花炭づくり」 広島市森林公園 親子で一緒に持参した材料で花炭の作り方を学べます。

●広島市森林公園
管理センター
082-899-8241

2月28日（日） 春の山菜を味わう 花みどり公園 春の山菜を使った料理と簡単に作れる手打ちうどんを作り
試食します。　募集期間：２月１５日（月）〜２２日（月）

●花みどり公園
082-837-1247

3月6日（土）、20日（土） 親子森林体験
「ピザづくり」 広島市森林公園 親子で一緒に持参した材料でピザを焼いて試食します。 ●広島市森林公園 管理センター

082-899-8241

3月18日（木）
10：00〜12：00

オトナの自遊時間
「シニアに優しい旅のコツ」
〜自分の旅つくりに挑戦してみよう〜

東区民文化センター　
美術工芸室

シニア層向けに、旅のコツや楽しみ方を海外旅行コンサルタント
田中嘉文氏に分かりやすくお話ししていただきます。自分流の
旅作りにも全員でトライしてみましょう。

●広島市立東区図書館
082- 262-5522

3月21日（日）、22日（祝） しいたけの里親募集 広島市森林公園 椎茸の里親になって育成管理を学び最後に収穫します。 ●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

3月21日（日） 動物脱出対策公開訓練 安佐動物公園 地震で脱走した動物（着ぐるみ）に麻酔銃を発射して捕獲します。 ●安佐動物公園
082-838-1111

3月22日（祝） 親子動物教室 安佐動物公園 動物とのふれあいや動物舎見学　など
対象：小学1年生〜3年生とその保護者

●安佐動物公園
082-838-1111

3月下旬開催予定 企業見学会 西区内 西区内の特色ある企業の見学会 ●西区役所区政振興課
082-532-0927

   街並み散策・ウオーキング
12月6日（日）
10:00〜13:30 武田山広島市民登山会 武田山（集合場所は、

武田山憩いの森）

ガイドボランティアと一緒に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。（雨天中止）　　　　
定員：50名

●プロジェクト武田山事務局
（　園町商工会内）
082-875-3476

1月24日（日）、2月11日（祝）、
3月7日（日）、3月28日（日） グリーンアドベンチャー 広島市森林公園 クイズを解きながら公園内の森を散策します。 ●広島市森林公園 管理センター

082-899-8241

2月27日（土） 文化財探訪バスツアー
「安芸の仏教建築めぐり」 市内寺院

広島大学大学院教授 三浦正幸先生を講師に迎え、
広島を代表する仏教建築を巡ります。
定員：抽選40名、要事前申込

●文化財課
082-568-6511

   山歩き・自然観察
12月24日（木）〜26日（土）
2泊3日 三滝自然ワンダーランド 三滝少年自然の家 宗箇山登山、キャンプファイア、野外炊飯など

対象：小学校4年生〜中学生　定員：70名、要参加費
●三滝少年自然の家
082-238-6301

3月6日（土）、7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 キャンプファイア、野外炊飯、山道散策など

対象：小学３年生〜6年生　定員：70名、要参加費
●三滝少年自然の家
082-238-6301

3月中旬予定 西区やまなみハイキング 三滝山〜大茶臼山 眺望の良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

3月開催予定 西国街道ぶらり旅 西区内西国街道 西国街道歴史コースの散策会 ●草津公民館
082-271-2576

3月開催予定 三滝歴史散策会 三滝地区 三滝地区の歴史コースの散策 ●西区役所区政振興課
082-532-0927

   スポーツ

1月24日（日） ひろしま男子駅伝
応援イベント

広電楽々園駅前から
マダムジョイやしの木広
場付近

大型モニターによる観戦・応援、地域団体による出店、
各県人会によるＰＲなど

●楽々園街づくり協議会
082-924-7600

3月14日(日) ふれあいマラソン大会 安佐北区スポーツセンター 2km（ファミリーの部）、3km（小学生、中学生、一般）、5km（一般）
のマラソン大会

●安佐北区スポーツセンター
082‐843‐4999

3月21日（日）、22日（祝） グラウンドゴルフ教室 広島市森林公園 グラウンドゴルフ同好会の方を講師にグラウンドゴルフの基礎を
実地で学べます。

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

   展示会・市民ギャラリー

10月17日（土）〜12月20日（日） 特別展「旅する民俗学者　
宮本常一と広島」 郷土資料館 著名な民俗学者である宮本常一が撮影した、戦後の広島の

さまざまな光景を紹介します。
●郷土資料館
082-253-6771

11月28日（土）〜12月6日（日） 安芸地区文化交流作品展 安芸区民文化センター
ほか

安芸地区（安芸区、海田町、坂町、府中町）の住民の方から
出展された文化作品の展覧会。

●安芸区民文化センター
082-824-1330

12月5日（土）・6日（日）、
12日（土）・13日（日）、
19日（土）・20日（日）、23日（祝）

クリスマス標本プレゼント 森林公園こんちゅう館 福引で豪華昆虫標本が当たります。
対象：来場者

●森林公園こんちゅう館
082-899-8964

12月12日（土）〜1月17日（日）
※年末年始12月29日（火）〜1月
2日（土）は休館

徳井コレクション　
浮世絵で見る忠臣蔵
国芳の四十七士展

ひろしま美術館 幕末を代表する浮世絵師・歌川国芳が赤穂浪士を描いた
「誠忠義士伝」全50枚を展示し、忠臣蔵の世界に誘います。

●ひろしま美術館
082-223-2530

12月13日（日）〜22日（火） 平和大通り青空ギャラリー 平和大通り緑地帯
（西区役所前緑地帯）

区民による作品展示など ●西区役所区政振興課
082-532-0927

12月19日（土）〜 2月21日（日） 一人快芸術 現代美術館
様々なジャンルにおいて、創ること、行為することそのものの
楽しみや、個人的な探求心に裏打ちされ、生み出された表現を
紹介する展覧会です。

●現代美術館
082-264-1121

1月5日（火）〜3月28日（日） 南区さざなみフェスティバル
展示発表 南区民文化センター 区内で活動している文化サークルによる美術作品の展示 ●南区民文化センター

082-251-4120

1月9日（土）〜3月7日（日） まゆ玉細工コンテスト 森林公園こんちゅう館 カイコのまゆで工作してコンテストにエントリーしてください。
優秀作品を選出し、3月28日に表彰式を行います。

●森林公園こんちゅう館
082-899-8964

1月30日（土）〜2月7日（日）
（月曜休館日）

ひがし区 出会い・ふれあい
フェスティバル　作品展

東区民文化センター　
ロビーギャラリー

東区で活動する文化団体の作品展示 ●東区民文化センター
082-264-5551

2月2日（火）〜7日（日） 西区民作品展 西区民文化センター 西区内在住者による美術作品等の展示会 ●西区民文化センター
082-234-1960

2月6日（土）、7日（日） 地場産業展
（西区民文化センターまつり）

西区民文化センター 地元の特色ある産業の展示会 ●西区役所区政振興課
082-532-0927

2月11日（祝）〜14日（日） 中区民作品展 アステールプラザ
市民ギャラリー

●「一般作品」部門：絵画、書、写真、工芸、彫刻、コンピュー
ターグラフィック等の作品展示
●「中区の魅力紹介作品」部門：中区の魅力ある風景やイベント
等を紹介した作品展示
作品の公募期間：12月22日（火）まで

●アステールプラザ
082-244-8000

2月13日（土）〜3月22日（祝） ロートレック・コネクション ひろしま美術館

19世紀末のパリを舞台に活躍したアンリ・ド・トゥールーズ＝
ロートレック（1864〜1901）を、その交友関係を中心に紹介する
展覧会。アルビのロートレック美術館の作品を中心に内外の
ロートレック作品、関連画家の作品を展示します。

●ひろしま美術館
082-223-2530

2月20日（土）〜4月4日（日） 企画展「お花見」 郷土資料館 日本人が持つお花見のイメージや、文化の歴史を紹介し、
現在のお花見への変化を探ります。

●郷土資料館
082-253-6771

2月20日（土）〜28日（日）予定 安佐南区民作品展 安佐南区民文化センター
ロビー

安佐南区内に在住、または創作活動をしている方を対象とした
絵画・書・写真・手工芸・彫刻等の作品展

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

3月5日（金）〜7日（日） 佐伯区民作品展 佐伯区民文化センター 佐伯区内に在住、通勤、通学、あるいは制作活動をしている方を
対象に開催する美術総合作品展

●佐伯区民文化センター
082-921-7500

3月13日（土）〜5月9日（日） ウィリアム・ケントリッジ展 現代美術館
木炭とパステルで描いたドローイングを35mmの映画用撮影機
でコマ撮りしながら制作したアニメーションで知られる、南アフリカ
出身の作家、ウイリアム・ケントリッジの活動の全貌を紹介。

●現代美術館
082-264-1121

4月中旬 春のハチミツフェスタ 森林公園こんちゅう館 様々な花のハチミツの試食と生きたミツバチの巣の展示等を
行います。

●森林公園こんちゅう館
082-899-8964

　体験・学習

12月5日（土） 講演会
「日本のこころ・木の文化」

広島市こども文化科学館
アポロホール

「せんとくん」のデザイナーでもあり、彫刻家として活躍の東京
藝術大学大学院教授・籔内佐斗司先生を講師に迎え、日本で
古来から育まれてきた「木の文化」について紹介します。
定員：先着230名、要事前申込
申込：11月16日（月）午前8：30から受付

●（財）広島市文化財団
文化財課　082-568-6511

12月5日、26日、1月9日、23日、
2月6日、27日、3月6日、27日
いずれも（土）

昆虫館わくわくミニツアー 森林公園こんちゅう館 普段は入れない昆虫館の裏方を職員がご案内します。 ●森林公園こんちゅう館
082-899-8964

12月6日（日） ASAZOOボランティアーズ
「フェルトでゆきだるま」 安佐動物公園 動物公園のヒツジの毛を使ってかわいい雪だるまを作りましょう。

定員：先着120名
●安佐動物公園
082-838-1111

12月6日（日）、13日（日） 親子森林体験
「リースづくり」 広島市森林公園 親子で一緒にリースをつくって楽しめます。 ●広島市森林公園 管理センター

082-899-8241

12月12日（土）、13日（日） ミニ門松づくり
トラくんと記念撮影 安佐動物公園 トラのマスコット付ミニ門松を作りましょう。 定員：各日先着15組

平成22年の干支・トラの着ぐるみが登場。
●安佐動物公園
082-838-1111

12月19日（土）、20日（日）、
2月11日（祝）

音響技術ワークショップ

オペレーター Step2 南区民文化センター 音響の知識・技術に関する実技を伴った中級者向けの講座 ●南区民文化センター
082-251-4120

12月20日（日） 炭焼き講習会 広島市森林公園 ドラム缶による炭焼きの実地講習 ●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

12月25日（金）〜27日（日） あつまれ似島 似島臨海少年自然の家
2泊3日で野外炊飯や施設内でのフィールドゲーム・屋内ファイアー
などを楽しめます。
対象：小学校4年生〜中学生　定員：80名  

●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

12月26日（土）、27日（日） ミニ門松づくり講習会 広島市森林公園 ミニ門松の作り方を学べます。 ●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

12月27日（日）、
3月13日（土）・14日（日）、
20日（土）・21日（日）、22日（祝）

親子で虫タッチ 森林公園こんちゅう館 いろいろな昆虫とのふれあい体験をお楽しみください。
グループごとにご案内します。

●森林公園こんちゅう館
082-899-8964
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※各種項は、平成21年11月28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。
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平成21年11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。

「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「3月下旬発行予定」です。
4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

「らしっくVol.24（流星号）」（７月28日発行）の４P「らしっくキャンパス」
に誤記がありました。紹介団体「広島修道大学 環境サークル ねっこ
広島」は、正しくは「広島市立大学 環境サークル ねっこ広島」です。
謹んでお詫び申し上げます。

　安佐北区白木町にあるJR芸備線井原市（いばらいち）駅の
前では、毎月第4日曜日、朝市が開催されます。地元で取れた野
菜の市や、フリーマーケット、パンやお寿司の店が並び、多くの人
で賑わいます。この朝市を運営しているのが、NPO法人「夢の
広場  ようこそ」です。
　「夢の広場  ようこそ」が活動を始めたのは昨年5月。きっかけ
は、障害を持つ子どものいる親たちの集まりでした。白木町には
障害を持つ人のための就労施設や作業所がなく、学校を卒業し
た後は、安芸高田市など隣町へ通うケースが大半。しかし、すで
に定員いっぱいで、これから卒業する子どもたちの「行く先」が不
安でした。ないのなら、地元に作ろう——。理事長である池岡洋
子さんが、ちょうど売りに出ていた井原市駅前の土地約990平方
メートルを購入。仲間数人と手作りの朝市を始めました。朝市は
すでに20回を超え、回を重ねるごとに賑わいを増しています。障
害を持つ子どもたちも店長を務め、毎回、開会宣言を行うと温か
い拍手がわき起こります。
　池岡さんは、この朝市が障害のある子どもの活躍の場になっ
ているだけではなく、お店が少ない地域に賑わいを創出し、地域
のお年寄りの憩いの場にもなり始めていることに気が付きました。
さらに発展させて、列車を待つ間に立ち寄れ、喫茶や食事もでき
る「地域の集いや文化の発信の場」にしたいと考えています。
　H㎡の助成を受け、今年8月に厨房と水洗トイレが完成し、夢に
一歩近づきました。将来はさらに、一人暮らしの方や、お年寄りに
食事を宅配する事業をしたいと考えています。

「らしっくVol.24（流星号）」に
関するお詫びと訂正

　㈶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＜ひと・まち広島未来づくりファン
ドＨ㎡（ふむふむ）＞を設けています。
　この基金は、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。
※助成先は公開により、学識経験者などで構成する運
営委員会が審査･選考を行います。
　なお、平成21年度助成団体や助成額等について
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。また、基金では多くの皆様からの寄付をお願いし
ています。
▼ホームページ
http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/


