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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

8月1日（日） 八幡川リバーマラソン 八幡川（三島橋下） 小・中学生・一般など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）。

●佐伯区役所区政振興課
082-943-9705

8月6日（金） 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。 ●広島祭委員会事務局事業

推進本部　082-247-6805

8月6日（金） 「ヒロシマの 心を世 界 に
2010」 広島国際会議場 舟入高校演劇部の公演「八月五日」、「ひろしま子ども平和

議会」など、青少年による平和メッセージを発信します。
●市民活動推進課
082-504-2103

8月7日（土）、9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

駅前Cブロック再開発や新球場のオープン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22日（日）
10:00〜19:00

第6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、花火大会ほか
●れんこん祭り実行委員会
082-282-0070（担当：橋本）

8月28日（土）
【雨天の時は29日（日）】 第17回高陽まつり

高陽ニュータウンふれあ
い広場とその周辺施設

（フジグラン高陽周辺）

テント村、芸能発表、子ども向けイベント（11:00〜）
花火打ち上げ（19:30〜）

●高陽町商工会
082-842-０186

8月28日、9月4日、11日、18日
いずれも（土）、19日（日）

花と光のページェント
（夜間開園） 広島市植物公園

夜に咲くオオオニバス、サガリバナの花や夜になると香る
夜香木など、夜の幻想的な植物を紹介。キャンドルの巨大花
迷路やコンサートなどもあります。

●広島市植物公園
082-922-3600

8月29日（日） 中区子どもまつり ハノーバー庭園ほか
「かぞくのふれあい」をテーマに、家族や友だちと楽しめるまつり
を開催します。ステージイベント、モンスターグランプリなどの
催しがあります。

●中区役所区政振興課
082-504-2546

9月12日（日）　　　　
9：30〜16：00 第13回猿猴川河童まつり 大正橋西詰め

（東部河岸緑地）

「もう一度、川と遊ぼう」をテーマに、河川浄化イベント、フリー
マーケット、物の怪パレード、神楽、和太鼓、楽器の演奏、学生
のアカペラなど

●猿猴川河童まつり実行委員会
082-261-2429（委員長：末広）

9月18日（土） 第8回山頭火まつり 山頭火句碑（上瀬野）前 行乞流転の俳人・種田山頭火が一貫田の地に投宿し俳句を
詠んだ歴史にちなみ、俳句や日記を朗読して往時を偲ぶ集い。

●瀬野公民館
082-894-8006

9月23日（祝） 第12回ひろしまバスまつり 広島市中小企業会館 バス展示・試乗会、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23日（祝） 湯来観月会 善福寺 日谷山石塁見学、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26日（日） KｏｉＫｏｉふれあい水辺フェ
スタ2010

太田川放水路
新己斐橋河川敷

ステージ発表、出店コーナー（食バザーほか）、スポーツ体験
コーナーなど

●己斐公民館
082-273-1765

9月26日（日） 金持稲荷大祭 金持稲荷神社 金持ち稲荷神社において商売繁盛祈願。
大勢の地域の人 と々の交流会

●全日本金持ち学会
082-921-0027

10月2日（土） 第4回砂持加勢まつり
中央公園西側河岸緑地

（基町ポップラ通り）
および中央公園

広島の歴史についての理解を深めるとともに、地域の活性化を
図るため、幕末に広島で行われた「砂持加勢」に基づくまつりを
開催します。山車のパレード、砂持加勢を盛り上げる歌や踊り、
協賛バザーなどの催しがあります。

●中央公民館
082-221-5943

10月9日（土）〜11日（祝） 第49回工大祭 広島工業大学キャンパス ステージ企画、学科展、フリーマーケット、当夜祭など ●広島工業大学大学祭実行
委員会　082-921-3121

10月10日（日） 第７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、発表、出店、青空レストラン、

フリーマーケットなど
●吉島公民館
082-246-4121

10月中旬
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16日（土）、17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23日（土）、24日（日） 第17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23日（土）、24日（日） 広島国際学院大学
第４３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
・打上げ花火や誰でも参加できる豪華賞品のビンゴ大会
・アーティスト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24日（日） JR貨物広島車両所公開 JR貨物広島支店
広島車両所 機関車展示、吊り上げ実演、ミニ車両乗車、物産展など ●JR貨物広島支店広島車両所

082-283-7994

10月30日（土）〜11月14日（日） 広島城大菊花展 広島城二の丸、三の丸 大菊、福助菊、だるま菊の展示 ●広島祭委員会事務局事業
推進本部　082-247-6805

10月30日（土）、31日（日） 第44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

10月31日（日） 第30回
　園商工フェスティバル

広島経済大学興動館
駐車場

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31日（日） 第５回　園興動祭・「輪」
〜みんなを一つに〜 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

●広島経済大学興動館
082-832-5010

11月2日（火）、3日（祝） 第46回あかね祭 広島文化学園大学・
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、大学2学科
（子ども、音楽）短期大学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

●広島文化学園大学・
短期大学　082-239-5171

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
（１０月1日〜11月末）

●並木通り商店街振興組合
082-245-1448

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

11月3日（祝） 第50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、パフォーマンスなど

●広島修道大学
大学祭実行委員会　
082-848-9124

11月3日（祝） 植物公園開園行事 広島市植物公園 開園日を記念して、花苗のプレゼント、コンサート、
オリエンテーリングなど様々なイベントを開催。

●広島市植物公園
082-922-3600

11月6日（土）、7日（日）
12:00〜 第43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7日（日） 留学生会館まつり2010 留学生会館 留学生のお国自慢料理屋台・文化紹介・ミニコンサートなど ●留学生会館
082-568-5931

11月7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、出店コーナー、子ども広場など ●西区区政振興課

082-532-0927

11月7日（日） 第31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、子どもまつりなど ●安佐南区役所区政振興課

082-831-4926

11月13日（土）、14日（日） 白木町農業祭 ＪＡ広島市白木支店 農産物品評会、野菜の即売会、神楽、もちまきなど ●ＪＡ広島市白木支店
082-828-1234

11月14日（日） 第30回安芸区民まつり 安芸区民文化センター
出張!なんでも鑑定団in安芸
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14日（日） 第25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

神楽や芸能発表などのステージ企画、バザー
（うどんやむすびなどの食べ物、農産物などの販売）など

●佐伯区役所区政振興課
082-943-9705

11月18日（木）〜20日（土） 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などの
イベントを開催します。

●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〜1月下旬 ひろしまドリミネーション
2010

平和大通り南北緑地帯
（平和大橋東詰〜
田中町交差点）ほか

平和大通りを中心に、市内中心部の商店街、商業施設などで
ライトアップします。

●ひろしまライトアップ事業実
行委員会事務局事業推進本部
082-247-6805

11月28日（日） 第10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

11月28日（日）
11:00〜

鹿ヶ谷自然道第4回
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月頃予定 ボランティアまつり、
安佐南区社会福祉大会

安佐南区地域福祉
センター 大会式典（表彰など）、記念講演

●広島市安佐南区
社会福祉協議会
082-831-5011

　音楽・芸能
8月20日（金）、21日（土）、
9月17日（金）、18日（土）、
10月22日（金）、23日（土）、
11月19日（金）、20日（土）、
12月17日（金）、18日（土）

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　18：30〜20：30
（旬の食材を使った料理と色々な楽器演奏会）

●神田山荘
082-228-7311

8月21日（土） 留学生と市民との
ふれあいサマーコンサート

留学生会館
2階ホール

音楽を通して市民と交流
第１部安田女子中学・高など学校管弦楽部演奏
第２部エリザベト音楽大学大学院在籍フィリピン留学生演奏

●留学生会館
082-568-5931

8月22日（日）、10月24日（日） あさきた人形劇場 安佐北区民文化
センター・大広間 地元で活躍している人形劇団体による人形劇の公演。 ●安佐北区民文化センター

082-814-0370

8月29日（日） 里山あーと村
森のジャズライブ

里山あーと村
（安芸区阿戸町牛ケ谷）「第10回　森のジャズライブ」を開催します。

●安芸区役所農林課               
082-821-4946

9月19日（日） こどもピアノ演奏体験会 西区民文化センター　
ホール 小中高生を対象に実施するピアノ演奏発表会 ●西区民文化センター　

082-234-1960

9月23日（祝）、10月16日（土） コイン通り街角コンサート コイン通り商店街 地元商店街と連携し、区内で活動している音楽家に発表の機
会を提供します。

●佐伯区民文化センター
082-921-7550

10月2日（土）、3日（日）、
11月27日（土）、28日（日） あきクラシックコンサート 安芸区民文化センター ボランティア組織が企画・構成・出演を行う本格的なクラシック

コンサート。
●安芸区民文化センター
082-824-1330

10月16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します。 ●かぐら保存会
082-839-2020

10月16日（土）
18:00〜19:30 ふれ愛ロビーコンサート 仁保公民館 タンゴギターのコンサートが楽しめます。 ●仁保公民館

082-281-1831

10月30日（土）
オープンプラザシアター　
おはなしおんがく
花いっぱい in 東区

東区民文化センター・
オープンプラザ（中庭）

おはなしグループ、音楽グループ、花づくりボランティアによる
イベント会場を花で飾り、おはなし会や音楽演奏などを実施します。

●東区図書館  
082-262-5522
東区区政振興課
082-568-7705
東区民文化センター　
082-264-5551

10月予定 新宮坂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
082-923-1111

11月21日（日）、23日（祝） ミュージックシアター
ASAKITA

安佐北区民文化
センターホール

市民参加型　第16回公演オペレッタ「天国と地獄」 ●安佐北区民文化センター　
082-814-0370

11月28日（日） 第20回神楽祭 佐伯区民文化センター 佐伯区内で活動している団体による神楽舞、その他 ●佐伯区神楽連合会
082-921-0391

12月12日（日） あきクラシックコンサート
名曲コンサート 安芸区民文化センター ボランティア組織が企画・構成・出演を行う本格的なクラシック

コンサート。名曲コンサート心に残る情景第5章。
●安芸区民文化センター
082-824-1330
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10月17日（日） JRふれあいウオーク福王寺 可部の町〜福王寺 季節の花を鑑賞しながら可部の町を散策。福王寺参道の
石柱句を味わいながら山頂へ。火渡り儀式に参加。

●安佐北区区政振興課
082-819-3905

10月17日（日） 秋の町歩き 下瀬野を遊ぶ 下瀬野 「瀬野は鉄道村」と言われた当時の展示の見学、旧山陽道と
ともに発展した下瀬野の史跡旧跡をめぐる歴史散策。

●瀬野公民館
082-894-8006

10月23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
歩きます。

●安芸区スポーツセンター
082-893-1998

10月24日（日） 第7回 可部の町めぐり 可部旧道
花の散歩道の散策、学生さんの案内で史跡見学。古民家での
お茶席、般若心経の写経、機織り体験、道ばた演芸、歌声喫
茶、高松山登山、スタンプラリーなど

●安佐北区区政振興課
082-819-3905

10月31日（日） 久地南岳山登山会 安佐町久地・岳山 千年杉と眺望の素晴らしい岳山の山頂を目指します。 ●久地南体育協会　
082-837-0361（担当：増田）

11月3日（祝） 健康ふれあいウオーキング 千田地区一帯 ウオーキングによる健康づくり ●中区役所区政振興課
082-504-2546

11月13日（土）
【雨天時は14日（日）】 西区やまなみハイキング 鈴ヶ峰〜己斐峠 眺望の良い身近な里山縦断ハイキング。

先着４０名・参加費無料。
●西区区政振興課
082-532-0927

11月13日（土） 八木用水のルーツを訪ねて 上八木から中須まで 上八木の太田川発電所鳴取水口から中須の安川緑道まで、
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15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 湯来町の緩やかな山をウオーキング後、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

11月20日（土）、26（金）、
12月4日（土） うじな通 まち歩き・検定 宇品地区 宇品の歴史や文化、自然についてまち歩きをしながら学びます。

（12月4日検定）
●宇品公民館
082-253-2529

11月20日（土） ＪＲふれあい三滝歴史散策 三滝地区 三滝地区の歴史コースの散策。
要申込、先着30名、参加費５００円。

●西区区政振興課
082-532-0927

11月21日（日） 区民ハイキング 小田山 安芸区の豊かな山の魅力を満喫してもらう山歩き。 ●安芸区役所区政振興課
082-821-4905

11月23日（祝） 第2回
区民ウオーク in コイン通り

コイン通りとその周辺
（集合は佐伯区役所）

ウオーキングについてのレクチャー、ウオーキングフォームの
撮影、スタンプラリーなど（有料）

●佐伯区役所健康長寿課
082-943-9731

11月下旬 三滝歴史散策会 三滝地区 三滝地区の歴史コースの散策。
要申込、先着20名、参加費無料。

●西区区政振興課
082-532-0927

11月下旬 西国街道ぶらり旅〜井口編〜 井口界隈 井口の名所・旧跡めぐり ●井口公民館
082-277-9258

   山歩き・自然観察
8月14日（土）、15日（日）、21日（土）、
22日（日）、28日（土）、29日（日）、
9月4日（土）、5日（日）

納涼ナイトサファリ 安佐動物公園 探検気分で動物公園散策。夜9時まで開園。日曜日には
夕暮れコンサートも開催します。

●安佐動物公園
082-838-1111

9月20日（祝） 動物たちの長寿を祝う会 安佐動物公園 クロサイなどの長寿動物を表彰 ●安佐動物公園
082-838-1111

9月23日（祝） 第2回誰でもできる大人の
野遊び入門講座 三滝少年自然の家 対象：１５歳以上の方（中学生は除く）

自然散策、かしわもちづくり。（要材料費）
●三滝少年自然の家
082-238-6301

9月下旬から10月上旬 秋の健康づくり登山 神田山荘 神田山荘に宿泊をして事前学習のあと翌日に登山
（定員30名）

●神田山荘
082-228-7311

10月3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できます。（要材料費）
●三滝少年自然の家
082-238-6301

10月3日（日）、10日（日）、
17日（日）、24日（日）、31日（日） 飼育係とお話サンデー 安佐動物公園 飼育係が担当動物について解説します。 ●安佐動物公園

082-838-1111

10月9日（土） 動物にどんぐりプレゼント 安佐動物公園 園内でどんぐりを拾って、試食や動物への給餌など ●安佐動物公園
082-838-1111

10月10日（日） 自然観察会 広島市森林公園 ボランティアの案内で公園内の自然を見ながら散策します。 ●広島市森林公園　
082-899-8241

11月6日（土） 藤ケ丸ハイキング 広島県緑化センター・
広島市森林公園

広島県緑化センターを起終点にして紅葉狩りをしながら
藤ケ丸山を登ります。

●広島市森林公園　
082-899-8241

11月7日（日） 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、平和大通り内に点在する木 を々巡り、
樹木の特徴などを学びます。

●竹屋公民館
082-241-8003

11月13日（土） 落ち葉でしおり作り 安佐動物公園 園内で落ち葉を拾って、動物型の落ち葉アートを作製します。 ●安佐動物公園
082-838-1111

11月23日（祝） 第３回誰でもできる大人の
野遊び入門講座 三滝少年自然の家 対象：１５歳以上の方（中学生は除く）

三滝山（宗箇山）登山と、焼き杉体験。（要材料費）
●三滝少年自然の家
082-238-6301

12月5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

9月12日（日）、20日（祝） ノルディックウオーキング
教室 広島市森林公園 講師の指導でポールを使って健康のために効率的に園内を

ウオーキングを行います。
●広島市森林公園　
082-899-8241

11月3日（祝） スケート開場祭 広島市総合屋内プール
（広島ビッグウェーブ）

スケートリンクの開場に際して、さまざまなイベントを催します。
豪華商品も出るイベントもありますので、家族そろって楽しめる
イベントです。

●広島ビッグウェーブ
082-222-1860

11月21日（日） スポレク西区2010 西区スポーツセンター ドッヂビー交流会、スポーツチャレンジコーナー、
カヌー体験会など

●西区スポーツセンター
082-272-8211

12月5日（日） 第11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です。 ●安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

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

8月20日（金）〜22日（日） 子ども体験会作品展 安佐南区民文化
センター

子ども体験会で作成した陶芸作品の展示。
入場料：無料

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

9月7日（火）〜3月6日（日） 企画展「『ごんぎつね』が
語る昔のくらし」 広島市郷土資料館 童話「ごんぎつね」のストーリーを交えながら、童話に登場する

昔の道具や情景を再現・展示し昔の人々のくらしを紹介。
●広島市郷土資料館
082-253-6771

10月2日（土）〜11月7日（日） 本を彩る美の歴史 ひろしま美術館

人間の英知の集積である「本」は、古来より常に「文化」の
中心を担ってきました。そこには、職人たちの技術の粋が込め
られ、近代以降はさまざまな芸術家たちが参画しています。
本展では、中世の彩色写本、グーテンベルクによる聖書、
近代の「世界3大美本」、さらにはシャガールやマティス、ルオー、
小磯良平などがかかわった書籍や雑誌を展覧し、「本」を舞台
に展開した美術の歴史を紐解きます。

●ひろしま美術館
082-223-2530

10月10日（日） 第17回オープンギャラリー ガラスの里・メルヘンの庭 ガラス工芸・木工・洋裁・染物・アクセサリーなどの展示・販売。 ●ガラスの里
082-818-0414

10月23日（土）〜1月10日（祝） 特別展「森村泰昌：なにもの
かへのレクイエム」 現代美術館 20世紀の歴史的な報道写真や肖像を再現したシリーズ作品

を展示し、20世紀を振り返ります。
●現代美術館
082-264-1121

10月24日（日） 第13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・抽選販売、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13日（土）〜1月16日（日） 企画展「広島の競馬場」 広島市郷土資料館 日本における競馬の歴史、広島の競馬場の変遷、競馬に
関する伝統の技を受け継ぐ人々、競馬で使用される道具を紹介

●広島市郷土資料館
082-253-6771

11月13日（土）、14日（日） 造幣展示室の特別開館 造幣展示室
（造幣局広島支局内）

佐伯区民まつりに合わせて展示室を公開。
特別展などを開催予定。

●造幣局広島支局
082-922-1597

　体験・学習

8月1日（日） ペットボトルロケット教室 広島市森林公園 ペットボトルを加工して飛ばす ●広島市森林公園　
082-899-8241

8月21日（土） みんなで工作　　　　　 西区民文化センター 牛乳パックを使ってブーメランを作ります。小学生対象。
要申込、先着50名（7月15日より電話、来館で受付）

●西区図書館
082-234-1970

8月22日（日） クイズラリー＆
動物チャレンジゲーム 安佐動物公園

クイズラリーと動物の能力に挑戦するゲームです。他に「歯の
健康相談」「ブラッシング講習会」「キャンディーレディーの
歯みがきショー」「動物バルーン教室」なども。

●安佐動物公園
082-838-1111

8月26日（木） 愛という名の支配？ 大河公民館 ドメスティックバイオレンス（DV）を体験したり相談されたりした
時に何ができるかを学習します。

●大河公民館
082-254-6731

8月〜11月の火・土・日曜日 寺山公園プレーパーク 寺山公園 「自分の責任で自由に遊ぶ」を合言葉に、冒険遊び場を開催。
（開催日の変更あり）

●安佐北区区政振興課
082-819-3905

9月18日（土） 夜間開園
「夏の星座と月の観察会」 広島市森林公園 閉園時間を延長して、広島天文協会から講師を招いて

夏の星座と月の観察会を行います。
●広島市森林公園　
082-899-8241

9月19日（日）、23日（祝） どうぶつ工作広場 安佐動物公園 簡単な工作で、動物のアクセサリーを作ります。 ●安佐動物公園
082-838-1111

9月25日（土）、26日（日） わくわくランド in 三滝 三滝少年自然の家 対象：５〜６歳の未就学児童
秋の山散策、キャンプファイアなど。（要参加費）

●三滝少年自然の家
082-238-6301

10月9日（土）、10日（日） 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10日（日） 里山あーと村
里山実りの体験

里山あーと村
（安芸区阿戸町牛ケ谷）

棚田での稲刈りや自然観察など ●安芸区役所農林課               
082-821-4946

10月11日（祝） 青少年野外活動センター・
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

サツマイモの収穫体験、竹細工作り、オリエンテーリング、
ディスクゴルフなど

●青少年野外活動センター・
こども村　082-835-1444

10月30日（土）、31日（日） 第2回
三滝自然ファミリーランド 三滝少年自然の家 対象：家族

秋の山散策、野外炊飯、キャンプファイアなど。（要参加費）
●三滝少年自然の家
082-238-6301

11月7日（日）【予定】 みどりづくり講座
「果樹の剪定」 花みどり公園 梅、リンゴなどの冬期の整枝・剪定について講習後、

園内の梅の木を使って剪定講習を行います。
●花みどり公園
082-837-1247

11月13日（土）、12月11日（土）、
1月15日（土）、2月5日（土） にのしまこどもチャレンジ隊 似島臨海少年自然家 小学4年〜6年生を対象とした似島の自然を活かした

アドベンチャー登山、漁業体験、農業体験ほか（計4回）
●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

11月13日（土）14日（日） 集まれ！みたきキッズランド 三滝少年自然の家 対象：小学１年生〜小学３年生
野外炊飯、レクリエーション、オリエンテーリングなど。（要参加費）

●三滝少年自然の家
082-238-6301

11月21日（日） 里山あーと村
里山収穫祭　　

里山あーと村
（安芸区阿戸町牛ケ谷）

里山あーと村で収穫した米や野菜を使っての料理や、
地元農産物のせり市など

●安芸区役所農林課               
082-821-4946

   街並み散策・ウオーキング
毎月28日
10:00〜12:30 ふたばの日定期ガイド 二葉の里歴史の散歩道

二葉の里歴史の散歩道の、ご希望のコースをボランティアガイ
ドがご案内します。（申込不要）
●広島駅新幹線口前広場　10時集合

●東区役所区政振興課
082-568-7705

9月12日（日）、26日（日）、
10月17日（日）、11月21日（日）、
12月12日（日）

大人の遠足 市内 健康作りのためのウオーキング
市内名所や施設、自然の中を歩きます

●宇品公民館
082-253-2529

9月18日（土） ふれあいウオーク 南区内 比治山には広島の歴史、豊かな自然、芸術が溢れています。
自然いっぱいの比治山をウオーキングします。

●南区区政振興課
082-250-8935

9月23日（祝）、10月3日（日）、
10月24日（日）、11月28日（日） グリーンアドベンチャー 広島市森林公園 マップを見ながら公園内を散策する（記念品有り） ●広島市森林公園　

082-899-8241

10月2日（土） 第5回
あまんじゃくウオークラリー 五日市南地区 あまんじゃく伝説にちなんだゲームをしながら、約6キロの楽しい

ウオークラリー。（有料）
●美隅公民館
082-923-0622

10月16日（土） ふれあいウオーク 似島 菓子伝説の地、似島を散策します。（安芸小富士にも登ります） ●南区区政振興課
082-250-8935
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※イベントの開催日時などは変更される場合がありますのでご了
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お待ちしてます！

平成22年7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「11月下旬発行予定」です。12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

●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

〒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

　㈶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。
　この基金では、豊かでいきいきとした市民社会づくりを目指
すため、市民の皆様の自主的なまちづくり活動に対する助成
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･選考をします。
　なお、平成22年度助成団体や助成額などについては、㈶広
島市ひと･まちネットワークホームページでご覧いただけます。
　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。
金額の多少に関わらず、随時お受けしています。
▼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！

　ブックスひろしま2010は、2009年に開催された広島で初め
ての本の祭典（旧称：お好み本ひろしま）から続くもの。初回は
書店・図書館なども巻き込み、大盛況に終わりました。今年は
11月６日（土）・７日（日）の２日間で、作家や編集者らを招待し、セ
ミナーやワークショップを実施します。またフリーマーケット形
式の古本市「一箱古本市」も行います。これは、出店者がみ
かん箱サイズの１箱に古本を詰め、各人で販売するというも

の。思わぬ本との出合いや店主
との会話で、開催のたびに好評
を博しています。また、本番まで
の数カ月間、さまざまなプレイベン
トも実施中です。
　代表の財津正人さんは、「ブッ
ククロッシング・ジャパン」の代表

も務めています。ブッククロッシ
ングとは、読み終えた本に説明
ステッカー（ホームページからプ
リントする）を貼り、自由に旅をさ
せる活動です。協力店に置いた
り、手渡ししたり、公園のベンチ
に置いても構いません。本はい
ろいろな読者の手に渡り、世界
中を旅するのです。旅の道のりは、ステッカーの番号をホーム
ページで検索すれば分かるようになっています。
　実は財津さんの本業は、出版社と書店をつなぐ書店営業
です。新刊本が売れなくなる心配はないのでしょうか。財津さ
んは言います「新刊本が売れないと困ります（笑）。でも、ライ
バルは、図書館でも古本でも電子書籍でもありません。大切
なのは、本を読む人を増やすことだと思うのです。本に触れる
機会を増やして、生活の一部として本がある暮らしを応援し
たい。多くの人が本を読み、用途や目的によって、使い分ける
ような文化が育つといいですね」。

●ブックスひろしま 2010
事務局 ☎082-822-4816

Ｈ
ふ む ふ む

㎡ 助成支援団体のご紹介

●薄い割には内容が詰まっていて豊富な話題が提供されていると思います。我々は昨年の12月にNPO法人を立ち上げ、まだ日は浅いのですが、あらゆる機会をとらえてPRに努めていきたいと思っています。●毎号その季節に合ったタイトルが貼り付けられており、どなたが考えられるのかなといつも思っています。次号はどんなタイトルだろうかと今から楽しみにしています。

『らしっく』26号へお寄せいただいた“声”をご紹介します。

まちづくりの

ボランティアは
？


