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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

11月11日（木）〜1月3日（月） 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
行委員会事務局事業推進本部
082-247-6805

12月5日（日） 広島心身障害者福祉センター
2010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
さまざまな体験コーナー　など

●広島市心身障害者福祉
センター　082-261-2333

12月中旬〜24日（金） クリスマス電車 広島電鉄 市内線
イルミネーションなどで装飾した電車の運行（12月中旬〜24日）
24日にはサンタクロースによるお菓子のプレゼント配布

（広島駅、横川駅、広電西広島（予定））

●広島電鉄㈱電車カンパニー
企画チーム　082-242-3551

（平日9:00〜17:45）

12月11日（土）〜25日（土） 第4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。（11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22日（水） 元気に冬越し
冬至はかぼちゃ 安佐動物公園 動物にかぼちゃ、入園者にかぼちゃスープをプレゼント ●安佐動物公園

082-838-1111

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

●並木通り商店街振興組合
082-245-1448

1月2日（日）・3日（月） 新春子ども もちつき大会 安佐動物公園 干支の引継ぎともちつき大会 ●安佐動物公園
082-838-1111

1月8日（土） 第17回
新春もちつき交流会 己斐公民館 もちつき交流会、演芸交流会、スリランカ喫茶、

お楽しみ抽選会など
●己斐公民館
082-273-1765

1月16日（日）【予定】 とんどまつり 白木町桧山地区 とんどをします。体験したい方はご来場ください。
（集合は桧山集会所、9時から竹の切り出しなど、14時に火入れ）

●佐々木さん（桧山の森とむら
地域づくり委員会）
082-828-2091

2月5日（土）、6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5日（土）、2月6日（日） 西区民文化祭 西区民文化センター　
ホールほか

西区で活動している文化団体の舞台発表、子ども向けの
人形劇、展示バザーなど

●西区民文化センター
082-234-1960

2月5日（土）〜13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、
ランに関するさまざまな関連イベントを開催

●植物公園
082-922-3600

2月6日（日） ファミリーウオーキング
ｉｎみささ 太田川河川敷 軽スポーツをしながらウオーキング ●三篠公民館

082-237-3077

2月12日（土）、13日（日） 安佐南区音楽祭 安佐南区民文化センター 安佐南区内で活動している、合唱団体と吹奏楽団体が出演
する音楽祭

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

2月13日（日） 第19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20日（日） 国際交流もちつき大会 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27日（日）
10:00〜14:00
開催予定

第21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、
シジミなどの販売をするほか、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）

●経済局水産課
082-504-2252

3月5日（土） 第4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5日（土）、6日（日） 　園公民館まつり 　園公民館 演芸発表・展示・バザー・夜の部など ●　園公民館
082-874-5181

3月5日（土）、6日（日） さえき文化と学びのつどい 佐伯区民文化センター
佐伯区民文化センターと佐伯区内の公民館主催によるつどい。
ワークショップ、バザー、区内で活動している芸能サークルの発
表会など

●佐伯区民文化センター
082-921-7500

3月6日（日） 安佐南区文化の祭典 安佐南区民文化センター 安佐南区内で活動している、子どもダンス発表会 ●安佐南区民文化センター
082-879-3060

3月6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12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4日（土）
15:00〜

留学生と市民とのふれあい
サロンコンサート

留学生会館
2Ｆホール

癒しの音色ライヤ—の演奏：市民グループ
サックスの演奏：エリザベト音楽大学大学院留学生

●留学生会館
 082-568-5931

12月5日（日）、1月10日（祝）、
2月12日（土）、3月5日（土）

Start！のための
月イチ演劇クラブ

東区民文化センター
ロビーギャラリー

劇団Tempaによる「こえ」「こころ」「からだ」の演劇ワークショップ ●東区民文化センター
082-264-5551

12月8日（水）
アレクセイ・ゴルラッチピアノ
リサイタル〜オール・ショパン
・プログラム〜

西区民文化センター　
ホール ショパン生誕200周年記念コンサート ●西区民文化センター

082-234-1960

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

12月9日（木） ヒロシマ･ハッピーニュー・
イヤーⅧ「音楽の深みへ」

アステールプラザ
オーケストラ等練習場

広島市出身で世界的に活躍する現代音楽の作曲家・細川
俊夫氏を音楽監督に迎えての現代音楽作品の演奏会
ヴィオラ：今井信子　ピアノ：伊藤恵

●アステールプラザ
082-244-8000

12月11日（土）、12日（日）
MAYA OPERA 
PRODUCE オペレッタ
ヴェネツィアの一夜

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

12月12日（日） あき名曲コンサート 安芸区民文化センター 美しい映像と音楽で奏でるあき名曲コンサート
〜心に残る情景〜第5章

●安芸区民文化センター
082-824-1330

12月12日（日）
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および劇作家育成事業の演技講座

受講生による成果発表
●南区民文化センター
082-251-4120

12/17（金）、1/28（金）、
2/25（金）、3/25（金）

神田山荘
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

予約制／料金5,000円（税込）
●神田山荘
082-228-7311

12月18日（土） クリスマスきらきらコンサート 井口公民館 チェロとバイオリンのアンサンブルの音色に触れ、
体験するとともにクリスマスソングなどの音楽に親しむ。

●井口公民館
082-277-9258

12月18日（土）
14:00〜15：00

親子で楽しむ
クリスマスコンサート

市民ギャラリー
（段原南一丁目3-53）

クリスマスソングを中心としたコンサート
（出演／広島きらきら母交響楽団）入場無料　

●段原公民館
082-281-3792

12月19日（日）
ア ス テ ー ル プ ラ ザ プ ロ
デュース作品発表（中国バレ
エフェスティバル）

アステールプラザ
大ホール

広島市バレエ協会主催「2010中国バレエフェスティバル」の
プログラムの一部として、舞台発表を行う。

●アステールプラザ
082-244-8000

12月19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」本選 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および活動支援 ●南区民文化センター

082-251-4120

12月19日（日） さろんコンサート 安佐南区民文化センター 安佐南区民文化センター・ロビーでの声楽コンサート ●安佐南区民文化センター
082-879-3060

12月23日（祝） 演劇企画室ベクトル
ワークショップ 東区民文化センター 演劇企画室ベクトルによる演劇ワークショップ ●東区民文化センター

082-264-5551

12月24日（金） サロンコンサート
歌曲のしらべ35

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

12月25日（土）、
1月29日（土）、30日（日）、
2月26日（土）、3月26日（土）

磯貝メソッド
音声学講座

東区民文化センター
大広間

舞台表現をする者にとって必要不可欠である「呼吸」や「発声」
の実践講座

●東区民文化センター
082-264-5551

12月25（土） クリスマスコンサート
〜マリンバとうたごえ喫茶〜 宇品公民館 広島ジュニアマリンバアンサンブルの演奏（10：30〜11：00）、

サークル「じゃがいも」による、うたごえ喫茶（11：00〜12：00）
●宇品公民館
082-253-2529

12月25日（土） デジタルミュージックフェス
ティバル2010（仮）

西区民文化センター
スタジオ コンピュータミュージックのライブイベント ●西区民文化センター

082-234-1960

1月15日（土）、16日（日） あきクラシックコンサート
〜進〜 安芸区民文化センター 若手音楽家によるクラシックコンサート ●安芸区民文化センター

082-824-1330

1月16日（日） エンタ登場 安佐南区民文化センター 安佐南区民文化センター・ロビーでの日本舞踊 ●安佐南区民文化センター
082-879-3060

1月22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・色物芸など）愛好者による公演 ●南区民文化センター

082-251-4120

1月23日（日） さえき吹奏楽フェスティバル 佐伯区民文化センター 佐伯区内で活動している吹奏楽の団体が、個性あふれる演奏
をお届します。

●佐伯区民文化センター
082-921-7500

2月5日（土）、6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、ほんの交換市などを実施

●東区民文化センター
082-264-5551
東区図書館   262-5522

2月5日（土） オペラ出前コンサート 観音公民館 オペラ作品の中から抜粋したアリアや重唱を中心とした演奏会 ●観音公民館
082-233-2603

2月6日（日） さろんコンサート 安佐南区民文化センター 安佐南区民文化センター・ロビーでの弦楽四重奏など ●安佐南区民文化センター
082-879-3060

2月10日（木）〜13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
グラフィックなどの作品の展示

「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
などを紹介した作品の展示
作品の公募期間は、12月22日（水）まで

●アステールプラザ
082-244-8000

2月12日（土）・13日（日） やまなみ文化祭 安佐北区民文化センター 安佐北区内で活動している文化団体による舞台発表と活動
紹介のパネル展示など

●安佐北区民文化センター
082-814-0370

2月13日（日）
ノートジャパンの邦楽ノートVol.3
第3回和楽器イノベーション

東区民文化センター
スタジオ1

和楽器の改良・開発により、新しい音楽に対応しようとした
イノベーション（技術革新）の軌跡をご紹介

●東区民文化センター
082-264-5551

2月19日（土）、20日（日） 演劇企画室ベクトル 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

2月25日（金） サロンコンサート
歌曲のしらべ36

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25日（金）〜27日（日） 演劇引力廣島
第8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

2月26日（土）
14:00〜

留学生と地域のみなさんとの
ふれあいコンサート

留学生会館
2Ｆホール

荒神地区の音楽愛好家のみなさん＆留学生の演奏 ●留学生会館
082-568-5931

2月26日（土）、27日（日） にんぎょうげき 安芸区民文化センター 広島で活動している劇団による人形劇（26日開催）と、
影絵劇（27日開催）

●安芸区民文化センター
082-824-1330
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1月16日（日）・23日（日） 落ち葉でやきいも作り 安佐動物公園 動物の冬越しの話を聞きながら、やきいもを楽しむ。 ●安佐動物公園
082-838-1111

1月22日（土） 子ども科学実験教室 似島公民館 音の性質を活用した科学体験・実験 ●似島公民館
082-259-1100

1月29日（土）・30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 対象：家族（18家族）

クラフトなど（要参加費）
●三滝少年自然の家
082-238-6301

2月4日（金）〜2月6日（日） 芸能体験講座 西区民文化センター ダンスなど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（日） 武田山馬返しなど整備 武田山憩いの森 武田山の麓「ふれあい樹林地区」と中腹「馬返し」雑木などの
除伐作業

●プロジェクト武田山事務局
（　園町商工会内）
082-875-3476

2月6日（日） 味噌とつばき餅作り 花みどり公園 味噌とつばき餅を手作りして試食します。
※募集期間は1月15日（土）〜1月26日（水）

●花みどり公園
082-837-1247

2月13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19日（土） ドキドキ似島カキうち体験 似島臨海少年自然の家 カキうち、カキ料理づくり、クラフトなど ●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

2月19日（土）・20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 対象：一般（15歳以上）（15名）

自然観察　野鳥観察など（要参加費）
●三滝少年自然の家
082-238-6301

2月27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を作り試食します。
※募集期間は2月15日（火）〜2月21日（月）

●花みどり公園
082-837-1247

3月 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

3月5日（土） 家族バウムクーヘン教室 似島臨海少年自然の家 バウムクーヘンづくりをとおして似島の歴史を知る。 ●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

3月12日（土）、13日（日）、
19日（土）、20日（日）、21日（祝） 親子で虫タッチ 森林公園昆虫館 いろいろな昆虫にさわってみよう！

やさしく上手な昆虫とのふれあいかたをお話します。
●森林公園昆虫館
082-899-8964

3月13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、

温室内でとれたコーヒー豆でコーヒーを作って試飲します。
●花みどり公園
082-837-1247

3月下旬開催予定 親子企業見学会 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

3月20日（日） 動物と消防の写生大会 安佐動物公園 園内に配置した消防車輌と動物を描く。 ●安佐動物公園
082-838-1111

3月20日（日） 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：小学校1〜3年生と保護者

●安佐動物公園
082-838-1111

3月21日（祝） 動物脱出対策公開訓練 安佐動物公園 職員が扮する着ぐるみの動物が脱走！
麻酔銃で捕獲する訓練を公開

●安佐動物公園
082-838-1111

   街並み散策・ウオーキング

12月4日（土） ふるさと教室（大山峠） 大山峠付近 瀬野の大山峠付近の歴史散策 ●中野公民館
082-893-1234

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

3月26日（土）
9：00〜16：20

似島まちあるきと
バウムクーヘン手作り 似島 菓子伝説の地、似島でバウムクーヘン作りと散策をします。 ●南区区政振興課

082-250-8935

3月27日（日） 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

●西区役所区政振興課
082-532-0927

3月28日（月）
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

   山歩き・自然観察
12月25日（土）〜27日（月）
2泊3日 三滝アドベンチャーランド 三滝少年自然の家 対象：小学校5年生〜中学生（56名）

野外炊飯など（要参加費）
●三滝少年自然の家
082-238-6301

1月30日（日）・2月6日（日） 野鳥観察会 安佐動物公園 園内で冬を越している野鳥の観察 ●安佐動物公園
082-838-1111

3月5日（土）・6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：小学校3年生〜6年生（70名）

キャンプファイア、野外炊飯、山道散策など（要参加費）
●三滝少年自然の家
082-238-6301

3月12日（土）
雨天時は13日（日） 西区やまなみハイキング 三滝山〜大茶臼山〜

己斐峠
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19日（土） 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26日（土） 三滝山自然散策会 三滝山 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

   スポーツ

1月23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13日（日） 第27回安佐北ふれあい
マラソン大会

安佐北区スポーツセンター
周辺

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

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

3月5日（土） ひろしま横川芸術祭 西区民文化センター
ホール・スタジオ

ホール…広島演芸協会による落語などの公演
スタジオ…広島コンピュータ専門学校による音楽コンサート

●西区民文化センター
082-234-1960

3月5日（土）、6日（日） あきクラシックコンサート 安芸区民文化センター 若手音楽家によるクラシックコンサート ●安芸区民文化センター
082-824-1330

3月6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（日） 第5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（12団体）が一堂に会する神楽発表会
入場料：大人（高校生以上）1,000円、小人（小・中学生）500円

●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

3月19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・色物芸など）愛好者による公演 ●南区民文化センター

082-251-4120

   展示会・市民ギャラリー

11月3日（祝）〜2月24日（木） きのこアート研究所展 現代美術館 さまざまな分野で注目される「きのこ」にまつわる表現を紹介する。 ●現代美術館
082-264-1121

11月20日（土）〜2月24日（木） コレクション展「肖像（ポー
トレイト）：黙して語る」 現代美術館 肖像（ポートレイト）作品に注目し、人となりや意思など、

しゃべらずとも多くを語るその内容について考察する。
●現代美術館
082-264-1121

11月27日（土）〜12月5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12日（日）〜12月17日（金） 平和大通り
青空ギャラリー

平和大通緑地帯
（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

1月〜3月 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3日（月）〜2月27日（日）
セーヌの流れに沿って
〜印象派と日本人画家たち
の旅〜

ひろしま美術館

パリを流れるセーヌ川は、印象派やフランスを訪れた日本の
画家たちを魅了してきました。本展ではセーヌを描いた作品を
上流から下流まで地域ごとに展示し、各制作スポットの特性
をご紹介します。さまざまなセーヌの情景をお楽しみ下さい。

●ひろしま美術館
082-223-2530

1月22日（土）〜3月7日（月） ガラスのひなまつり展 ガラスの里 手づくりのガラスのおひなさまを展示・販売 ●ガラスの里
082-818-0414

1月22日（土）〜4月10日（日） 特別展
「サイモン・スターリング」 現代美術館 イギリス出身のサイモン・スターリングの日本初個展。

代表作のほか広島にちなんだ新作を展示する。
●現代美術館
082-264-1121

1月29日（土）〜2月6日（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1日（火）〜6日（日） 西区民作品展 西区民文化センター
ギャラリー

西区内在住者による美術作品などの展示会 ●西区民文化センター
082-234-1960

2月5日（土）、6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9日（水）〜13日（日） 安佐北区民作品展 安佐北区民文化センター 安佐北区内在住者などによる美術・工芸などの作品展示会 ●安佐北区民文化センター
082-814-0370

2月26日（土）〜3月6日（日） 安佐南区民作品展 安佐南区民文化センター 安佐南区内で創作活動をしている方々の作品を展示 ●安佐南区民文化センター
082-879-3060

　体験・学習
12月4日（土）、5日（日）、11日（土）、
12日（日）、18日（土）、19日（日）、
23日（祝）、25日（土）

昆虫館でクリスマス 森林公園昆虫館
冬の昆虫館で、クリスマスを楽しんでください。

（土）は蜜ろうそくづくり、（日）、（祝）は抽選で標本プレゼント
を行います。

●森林公園昆虫館
082-899-8964

12月4日（土）、5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

12月4日（土）･11日（土）･18日（土）
いずれも10時〜12時

英語でしゃべろう
〜英語を話す国から来ました〜 大河公民館

①ニュージーランドってどんな国、はじめて会った時は何と言いま
しょうか？②気持ちを伝える時は何と言えば？③何か聞きたい時
は何と言えば？　講師：留学生 アンダーソン・ロウィーナ
持参物：電子辞書（持っている方）

●大河公民館
082-254-6731

12月〜3月の第1・3土曜 昆虫館わくわくミニツアー 森林公園昆虫館 普段は入れない飼育室など昆虫館の裏側をご案内します。 ●森林公園昆虫館
082-899-8964

12月5日（日） フェルトでゆきだるま 安佐動物公園 安佐動物公園のヒツジから刈り取った毛を使って、雪だるまの
アクセサリーを作る。

●安佐動物公園
082-838-1111

12月10日（金） オトナの自遊時間
「絵手紙をかこう！」 東区民文化センター 年賀状、季節の挨拶に役立つ絵手紙についての講座 ●東区図書館

082-262-5522

12月11日（土）・12日（日） ミニ門松づくり、
うさぎさんと記念撮影 安佐動物公園 ミニ門松作りと、平成23年の干支と記念撮影 ●安佐動物公園

082-838-1111

12月18日（土） 子ども科学実験教室 似島公民館 光の性質を活用した科学体験・実験 ●似島公民館
082-259-1100

12月18日（土） 神楽にふれてみよう 安佐北区民文化センター 神楽についての講演と体験会 ●安佐北区民文化センター
082-814-0370

12月25日（土）、2６日（日） あつまれ似島 似島臨海少年自然の家 小学4年生〜中学生を対象とした自然観察、クラフト、
野外炊飯ほか

●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

1月〜12月 平成23年
みかんの木オーナー募集 似島臨海少年自然の家 みかんの栽培管理、収穫ほか ●似島臨海少年自然の家

082-259-2766

1月8日（土）〜3月6日（日） まゆ玉細工コンテスト 森林公園昆虫館 カイコのまゆ3個を使って工作しよう。作品をコンテストに応募
していただき、入賞すると素敵な賞品を差し上げます。

●森林公園昆虫館
082-899-8964

1月9日（日）・10日（祝） うさぎさんとあそぼう 安佐動物公園 平成23年の干支・うさぎを知るためのイベントを開催 ●安佐動物公園
082-838-1111
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南

東

安
北

東
東

安
北

西

西

南

西

西

安
南

西

西
安
芸

中
安
北

南

南
安
芸

西

南

中

安
北

南

東

西

安
南

南

安
北

安
北

東

南
安
北

南

南

安
北

安
北

南

西
安
南

安
北

南

南

安
北

南

南

東

安
北

安
北

安
芸

西

西

安
北

西

安
北

佐
伯 東

西

西

南

安
北



お待ちしてます！

平成22年11月29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「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

●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
行っており、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。

　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・まちネットワークの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おり、金額
の多少に関わらず、随時お受けしています。
　第９回助成事業の募集は平成２３年２月１日から開始予定です。

▼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！

　「アーキテクチャー（建築）」＋「ウォーク（歩く）」を組み合わ
せた名前を冠すアーキウォーク広島。その名のとおり、広島の
建築物を見て歩く活動をしています。代表の高田真さんは、も
ともと建物めぐりが趣味で、個人のホームページで公開してい
ました。数が増えてくると広島の建物の価値があらためて見え
てきて、もっとたくさんの人に知ってもらいたいとグループを立ち
上げました。建物を通じて、建てた人の思いや歴史的な背景を

知ることは、まちを知ることでもあります。
　10月に開催した建築公開イベントは、定員
の３倍もの申し込みがあり、抽選せざるを得
なかったほどの人気ぶり。当日は、市営基町
高層アパートの屋上に上がったり、世界平和
記念聖堂の内部見学をしたり、普段は見られ

ないような場所に入って解説を聞き、参加者は「広島の新
しい魅力を感じました」と満足そうでした。
　ふむふむの助成を受けて、この秋に発行したガイドブックで
は、広島市内の公共施設や個人住宅を含む70の建築物を
紹介。建物の特徴や設計に関する基本情報をはじめ、見学
に便利な情報が詰まっていま
す。「建物内に入れるのか、写
真は撮ってもいいのかなど、自
分がほしい情報をすべて入れ
ました。そして、実際にまち歩き
をすれば必要になるのが食事
や休憩。建物めぐりにふさわし
い飲食店も掲載しているのが、
ひそかな自慢です」と高田さんは笑います。
　目指しているのは、建物を利用したまちの魅力づくり。お
金を使って大掛かりな施設を造らなくても、まちそのものが
観光資源になるようなまちづくりにつなげていきたいと考え
ています。

●アーキウォーク広島
☎080-3880-8299　http://www.oa-hiroshima.org
Eメール：support1@oa-hiroshima.org 

Ｈ
ふ む ふ む

㎡ 助成支援団体のご紹介

●毎号楽しみにしております。広島市内でこんな活動をされている人がおられるのかと毎号読んでびっくりしています。これからも地道に活動されている人・グループにスポットを当ててもらいたいです。●南棟１階の折り紙展示を見に寄ってみたところ、たまたま見せていただくチャンスに恵まれました。ラッキーでした。広がる輪がおもしろかった。折り紙展示の記事を載せてみられては！！？なお、佐伯高校に折り紙上手な高校生がいらして、ステキな作品をつくられます。

『らしっく』27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
？


