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開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

6月5日（日） 将棋大会 心身障害者福祉センター 将棋 ●心身障害者福祉センター
082-261-2333

6月5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 ●森林公園
082-899-8241

6月11日（土） あんず祭 イズミ五日市店
駐車場

コイン通りの街路樹「あんず」の実の収穫を祝い祭りを開催。
ステージ発表、フリーマーケット、屋台など。

●コイン通り商店街振興組合
082-923-1351

6月12日（日） 第6回安の花田植 安東二丁目14番の
田んぼ

御田植神事、花田植
（飾り牛、早乙女、音頭出し、采振りほか）

●安の花田植実行委員会事務局
082-872-4495

6月26日（日）予定      第21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。
●湯来温泉ホタルまつり実行
委員会　0829-85-0321

7月3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3日（日） 落語鑑賞会 安芸区民文化センター アマチュアの落語家による落語などの鑑賞会
（安芸区ふれあいフェスティバルの一環として実施）

●安芸区民文化センター
082-824-1330

7月16日（土）〜8月28日（日） 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を開催。

●植物公園
082-922-3600

7月17日（日）〜8月31日（水） 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を開催

●森林公園
082-899-8241

7月23日（土） 氷で暑中お見舞い 安佐動物公園 二十四節期のひとつ「大暑」にあわせて、
動物にかき氷やスイカをプレゼント。

●安佐動物公園
082-838-1111

7月下旬か8月上旬の土曜日 チンチロビッツ 
（明神社・夏の大祭） 可部駅前お楽しみ広場 お楽しみステージや、グルメコンテスト、バザーなど ●安佐北区役所区政振興課

082-819-3905　

　音楽・芸能

5月1日（日） 広島県中学校高等学校
軽音楽連盟ライブ

南区民文化センター　
ホール

広島市内を中心とした中学校高等学校の軽音楽部などが
中心となって行うバンドライブ

●南区民文化センター
082-251-4120

5月、6月、8月 音楽鑑賞会 西区民文化センター
ホール

ホールを活用した良質な企画を企業、音楽団体や演奏家ら
と協働で実施するコンサート

●西区民文化センター
082-234-1960

5月〜3月（毎月1回） Asakita
ミュージックサロン

安佐北区民文化センター
ロビー 地元音楽家による小編成の演奏会 ●安佐北区民文化センター

082-814-0370

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 中・高・大学生を対象とした打楽器の講習会と修了演奏会 ●安芸区民文化センター
082-824-1330

5月7日（土）
7月30日（土） 話芸に親しむ 南区民文化センター　

スタジオ
広島市内で活躍しているアマチュアグループ（広島演芸協会）
による落語・漫才などのお笑い寄席

●南区民文化センター
082-251-4120

5月8日（日） 第30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

広島県西部で活躍する神楽団による新舞と旧舞の競演大会。
（有料）

●広島県西部神楽競演大会
実行委員会　0829-83-0889

5月14日（土） ピアノ開き
リレーコンサート 安芸区民文化センター 一般公募によるリレー形式のピアノ発表会 ●安芸区民文化センター

082-824-1330

5月28日（土）、29日（日） 西区民音楽祭　おやじバンド
フェスティバル2011

西区民文化センター
ホール

公募による中高年層で編成されたアマチュアバンドによる
演奏会

●西区民文化センター
082-234-1960

5月28日（土）、29日（日） あきクラシックコンサート 安芸区民文化センター 広島で活躍している若手音楽家が企画・構成・出演する
クラシックの演奏会

●安芸区民文化センター
082-824-1330

6月 オープンスタジオ 西区民文化センター
スタジオ

公募により選定した出演者と協働で実施し、公演の企画から
開催に至る全ての過程を自主的に行えるよう総合的に
サポートするプログラム

●西区民文化センター
082-234-1960

6月12日（日） ホタルコンサート 　園西公民館 ホタルコンサート終了後、希望者をホタル見学へ案内 ●　園西公民館
082-875-1760

6月25日（土）、26日（日） あきクラシックコンサート 安芸区民文化センター 広島で活躍している若手音楽家が企画・構成・出演する
クラシックの演奏会

●安芸区民文化センター
082-824-1330

7月 こども劇場 西区民文化センター 幼児を対象とした舞台芸術の鑑賞会（1日2回公演） ●西区民文化センター
082-234-1960

7月9日（土） さざなみコーラス 南区民文化センター
ホール 南区内で活動するコーラスグループの発表会 ●南区民文化センター

082-251-4120

7月28日（木） こども劇場 南区民文化センター
スタジオ

こども（幼児から小学生低学年）を対象とした
舞台芸術プログラム

●南区民文化センター
082-251-4120

   展示会・市民ギャラリー
祝日を除く
毎週水曜日 小磯良平展

中区西白島町22-15
㈱大野石油店内
大野ギャラリー

日本洋画界の重鎮の一人である小磯良平画伯の作品のみ
を展示しています。油絵、パステル、エッチング、リトグラフなど
約100点を常設しています。無料です。

●㈱大野石油店
082-221-9107

4月16日（土）〜5月8日（日） 春の特別企画展示
「春のハチミツフェスタ」 森林公園昆虫館 ミツバチの生体展示とミツバチのくらしなどについて解説します。

さまざまなハチミツの試食もできます。
●森林公園昆虫館
082-899-8964

4月23日（土）〜6月5日（日） 木彫の巨匠
〜平櫛田中展 ひろしま美術館

日本近代の木彫界に大きな足跡を残した平櫛田中の創作
活動を辿る展覧会。初期から晩年までの作品約50点を
一堂に展示し、107歳で没するまで生涯現役を貫いた田中
芸術の精華を紹介します。

●ひろしま美術館
082-223-2530

4月23日（土）〜7月10日（日） 特別展「高嶺格〜とおくて
よくみえない〜」 現代美術館

平面、立体、映像作品やパフォーマンスなど、幅広い表現形
態によって社会や人間の不条理、矛盾などを批評的かつ
ユーモラスに表す高嶺格（たかみね・ただす）を紹介する。

●現代美術館
082-264-1121

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月上旬 第24回
湯の山温泉桜まつり

クアハウス湯の山前
特設会場

前夜祭では神楽の上演、当日は芸能発表や特産品販売
などを開催。

●湯の山温泉まつり実行委員会
0829-83-0146

4月の土・日曜・祝日 植物公園さくらまつり 植物公園 桜に関連するさまざまなイベントを開催。
4月2日・3日には「桜と音楽の夕べ（夜間開園）」を開催。

●植物公園
082-922-3600

4月2日（土）、3日（日） がんばれサンフレッチェ広島！
ゾウのメイちゃんとＰＫ対決 安佐動物公園 ゾウのメイが、サッカーのシュートを披露。

飼育係がゴールを守ります。
●安佐動物公園
082-838-1111

4月2日（土）〜5月15日（日） 森のスプリングフェスタ 森林公園 期間中は、サクラ、ツツジの花の鑑賞、夜桜まつり、
コンサートなど、いろいろなイベントを開催

●森林公園
082-899-8241

4月10日（日） 第10回
神乃倉さくらまつり

神乃倉山山頂と
その周辺

こどもみこし、ふるさと産品（おこわ、もち）の販売。
手ひねり陶器の展示即売など。（雨天の場合は井原小学校）

●井原地区コミュニティ連絡
協議会
082-828-0633（担当：佐々木）

4月中旬の7日間 第21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（八重桜を中心に59品種240
本）を一般公開。

●造幣局広島支局
082-922-1597

4月中旬の7日間 さえきく夢市場
五日市・湯来特産品フェア

佐伯区観光物産館
”さえきく夢市場”

造幣局「花のまわりみち」開催期間に合わせて、佐伯区内
の特産品やお土産などの販売、地域資源の紹介を行う。

●佐伯区観光物産館
082-942-2715

4月中旬の土日 第21回さくらまつり
「盛春桜花」 五日市中央公園

造幣局「花のまわりみち」開催期間中の土・日曜に開催。
ステージ発表やお楽しみ抽選会、グルメテント村での特産品
や飲食、お土産品など。

●五日市商工会桜まつり実行
委員会　082-923-4138

4月17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17日（日） 第12回さくらパレード コイン通り 造幣局「花のまわりみち」と「さくらまつり」に合わせ、
コイン通りをにぎやかにパレード行進します。

●さくらパレード実行委員会　
082-923-1351

4月23日（土）〜5月5日（祝） 2011春のシャクナゲ
ふれあい祭り 花みどり公園

「花木の女王」シャクナゲが、約150品種5,500本咲き誇る
園内で、シャクナゲやガーデニング、花木や植木など、さまざまな
講習会やイベントを開催。

●花みどり公園
082-837-1247

4月24日（日）
9:00〜17:00（滑走は16：45まで） スケートリンク感謝祭 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、施設のにぎ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

4月24日（日） 第16回ふしぎ市 横川駅周辺 ステージ発表・うまいもの市など ●横川商店街連合会
082-232-2434

毎月第4日曜日 夢の広場
ようこその朝市

白木町井原（ＪＲ芸備
線、井原市駅すぐ隣）

毎月第4日曜日、午前9時〜正午まで、地域の人たちと一緒に、
フリーマーケットや季節に合わせた出店をしています。
5月22日（日）は「ようこそのさかないち」と銘打って、特別な
イベントを予定しています。

●夢の広場 ようこそ
082-828-7025（担当：池岡）

5月3日（祝）〜5日（祝） ひろしま
フラワーフェスティバル 平和大通り他 パレード、ひろば展開

●広島フラワーフェスティバル
実行委員会企画実施本部
082-294-4622

5月3日（祝）、4日（祝） 第18回
オープンギャラリー

ガラスの里
メルヘンの庭

手づくり愛好家がオリジナルの雑貨を出店。
布の小物、ガラス小物、アクセサリーなど15ブースが販売。

●ガラスの里
082-818-0414

5月4日（祝） みどりの日・植物園の日
記念行事 植物公園

花苗のプレゼント、コンサート、オリエンテーションなど、
みどりに関するさまざまなイベントを開催。
※入園料無料（駐車料は有料）

●植物公園
082-922-3600

5月15日（日） メイちゃんの一日警察署長 安佐動物公園 ゾウのメイが「1日警察署長」に就任。
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

5月15日（日）〜6月30日（木） 書道・写真コンテスト 心身障害者福祉センター 書道、写真のコンテスト。参加対象者は障害者手帳保持者。
7月に審査会。

●心身障害者福祉センター
082-261-2333

5月中旬の土・日 桧山シャクヤク祭り 白木町市川桧山地区 色とりどりのシャクヤク約3,000本が美しく咲き誇ります。
シャクヤクの切り花の販売もあります。

●桧山の森とむら地域づくり
委員会
082-828-2091（担当：佐々木）

5月21日（土）、22日（日） リサイクル・フリーマーケット 安佐動物公園 家庭で不要になった物品（衣類、玩具、日用品、書籍、
動物や自然に関するものなど）の販売。

●安佐動物公園
082-838-1111

5月28日（土） 大文字まつり 高松神社
（高松山山頂）

高松山に「大」の文字が浮かび上がります。山麓の高松橋
付近では神事が行われ、余興や出店もありにぎやかです。
山頂では福引きもあります。献灯は28日（土）、29日（日）午後7
時から深夜0時。

●大文字保存会　
082-814-5096（担当：川手）

5月28日（土） 第6回
根の谷川灯り祭り

根の谷川
（上原橋〜寺山歩道橋）

大文字まつりの開催に合わせ、根の谷川の堤防や河川敷を
ろうそくの灯りで彩る、夏到来イベント。

●可部カラスの会事務局
090-6407-2580

5月29日（日） たけちゃま祭 安川緑道 お茶会とフリーマーケットの開催。
午前10時〜午後3時

●　園町商工会
082-875-3476

6月上旬 第5回
きらきらmart

ガラスの里
ヴェネツィア館2階

地元の人気雑貨ショップを中心に、約20ブースが出店。
人気のパン屋さんやスイーツも販売予定。

●SAKU SAKU SAKU
082-229-5810

6月3日（金）〜5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、
広島市中央部一帯

とうかさんに併せて開催される「ゆかたできん祭」。歩行者天
国の中央通りでは、シンボルタワーの「大とうろう」を中心に

「ゆかたで踊りんさい」を開催。他会場では、ゆかたの着付け
直しをしてもらえる「ゆかたを直しんさい」、さらには「ゆかた
市場」など、楽しい催しがいっぱいです。

●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

8月4月

春から夏に多彩なイベント満載！ひろしま八区イベントガイド
 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23年3月25日現在のものです。
※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

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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開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

6月4日（土）、5日（日） 浄水場見学会 緑井・高陽・府中の
各浄水場

水道局職員の案内による浄水場の施設見学を行います。
時間：①午前10時〜　②午後2時〜　（1日2回実施）

●水道局企画総務課
082-511-6808

6月5日（日）、12日（日）、
19日（日）、26日（日） 親子で虫タッチ 森林公園昆虫館 カブトムシやナナフシなど、昆虫館で飼育している昆虫とふれあ

うことができます。ご家族、グループ単位で体験いただけます。
●森林公園昆虫館
082-899-8964

6月12日（日） オウム・インコデー
インコと記念撮影 安佐動物公園 6月15日のオウム・インコデーにちなみ、希少動物であるイン

コについて解説し、記念撮影コーナーを設ける。
●安佐動物公園
082-838-1111

6月12日（日） 里山あーと村
森と木工の日

里山あーと村（安芸区
阿戸町牛ケ谷）

森の整備や木工づくりなどの森づくり体験を行います。 ●安芸区役所農林課
082-821-4946

6月25日（土） 親子森林体験
「ピザづくり」 森林公園 窯を組み立て公園で焼いた炭を使って、

親子でピザを作って食べる。（往復はがきで事前応募）
●森林公園
082-899-8241

7月 こども邦楽教室 西区民文化センター 小学生を対象とした和楽器のワークショップ ●西区民文化センター
082-234-1960

7月〜8月 子どもチャレンジ 安佐北区民文化センター 気軽に文化に触れ、作品を制作したり、作法を学ぶなどの
学習体験

●安佐北区民文化センター
082-814-0370

7月16日（土）、17日（日） 親子森林体験
「森のネイチャークラフト」 森林公園 自然の木材などを使って、親子で思い思いのオリジナル作品

を作る。（往復はがきで事前応募）
●森林公園
082-899-8241

7月17日（日）、18日（祝） 海の日オープンデー 似島臨海少年自然の家 広島湾クルージング、海水プール遊び、クラフトなど ●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

7月23日（土）、24日（日） カブトムシ採り 安佐南区東山本
「鹿ヶ谷ふれあい広場」

カブトムシ採り ●　園西公民館
082-875-1760

7月23日（土）、24日（日）
※油絵コースは8月

さえきアートキャンパス
2011

佐伯区民文化センター、
五日市公民館

小中学生を対象に広島市立大学と協働して行う絵画の
ワークショップ

●佐伯区民文化センター
082-921-7550

7月24日（日） 里山あーと村
森の親子絵画教室

里山あーと村（安芸区
阿戸町牛ケ谷）

講師を迎えて、屋外での絵画教室を行います。 ●安芸区役所農林課
082-821-4946

   街並み散策・ウオーキング

4月2日（土）
9:45〜15:00 春だ！ 桜だ！ 比治山散策！ 広島駅〜比治山

比治山には、広島の歴史、豊かな自然、そして芸術が満ち溢れ
ています。桜いっぱいの比治山を満喫しましょう。少雨決行。
参加費：500円　弁当、FMラジオ持参　当日受付

●南区役所区政振興課
082-250-8935

4月17日（日） ＪＲふれあいウオーク福王寺 可部駅（朝9時出発） 可部駅から、可部町内を経て真言宗・福王寺で火渡りの
儀式に参加し、再び可部駅まで歩いて帰る（15,000歩）

●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905　

4月23日（土）
9:30〜15:00

南区魅力発見ガイドツアー
「名勝縮景園でお茶席体験」 広島駅〜縮景園

季節の花を楽しみながらボランティアガイドの案内で京橋や
世界平和祈念聖堂などを回遊し、縮景園では裏千家流の
お手前を体験します。雨天決行。
参加費：1000円　弁当、FMラジオ持参　要申込　定員：30人

●南区役所区政振興課
082-250-8935

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　午前10時集合

●東区役所区政振興課
082-568-7705

5月14日（土） 新緑萌える！春の三滝散策 西区三滝地区 定員：50人　参加費：500円（保険代）
散策時間：約5時間　要予約

●西区役所区政振興課
082-532-0927

5月28日（土）
9:30〜15:00

南区魅力発見ガイドツアー
「歴史と芸術と新緑いっぱ
いの比治山を歩こう」

広島駅〜比治山

比治山には、広島の歴史、豊かな緑、そして芸術が溢れて
います。心も弾む春の一日、ボランティアの案内で比治山
をウオーキングしましょう。雨天決行。
参加費：500円　弁当、FMラジオ持参　要申込　定員：30人

●南区役所区政振興課
082-250-8935

6月25日（土）
9:30〜15:00

南区魅力発見ガイドツアー
「河童伝説と第九伝説の地
めぐり」

広島駅界隈

ボランティアガイドとともに、河童伝説と第九伝説の地を訪
ねます。最後には「純音楽喫茶ムシカ）で緩急車雲助氏の
巷談「第九伝説」を鑑賞します。雨天決行。
参加費：1000円　弁当、FMラジオ持参　要申込　定員：30人

●南区役所区政振興課
082-250-8935

   山歩き・自然観察

4月3日（日） 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）

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24日（日） 平和大通り
樹木探索のつどい 春編

鶴見橋西詰
〜平和記念公園

戦後、全国から寄せられた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

5月15日（日） ダルマガエルの
目覚め観察会 安佐動物公園 冬眠中の広島県の絶滅危惧種ナゴヤダルマガエルを

土から掘り起こす作業を見学。
●安佐動物公園
082-838-1111

5月21日（土）、6月4日（土）、
25日（土）、7月2日（土） きせつの虫さがし 森林公園昆虫館 園内で、その季節ならではの昆虫を採集、観察します。 ●森林公園昆虫館

082-899-8964

5月22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（3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

6月4日（土）または11日（土） ホタル観賞会 瀬野福祉センターほか ホタルに関する簡単な学習会の後、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

6月5日（日） モリアオガエルの
産卵観察会 安佐動物公園 園内に生息している野生のモリアオガエルと、

その泡状の卵塊を観察。
●安佐動物公園
082-838-1111

   スポーツ

5月15日（日） 第32回
安佐北区民スポーツ大会 安佐北区スポーツセンター

安佐北区民のスポーツの祭典。
ソフトボール、バレーボールなど9種10競技が開催されます。

（屋外競技：雨天の場合5月22日（日））

●安佐北区スポーツセンター
082-843-4999

5月22日（日） 第32回
東区民スポーツ大会 東区スポーツセンター外 ソフトボールなど9競技が開催されます。

（屋外競技：雨天の場合　5月29日（日）に順延）
●東区民スポーツ大会委員会
082-222-1865

5月22日（日） 第32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など
●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

7月16日（土）〜8月28日（日） ゴーゴー ミッフィー展 ひろしま美術館

オランダのグラフィックデザイナー・絵本作家ディック・ブルーナ
が描くミッフィー（うさこちゃん）が2010年に生誕55周年を
迎えたことを記念し、初期から最新作までの原画や貴重な
資料などを展覧します。

●ひろしま美術館
082-223-2530

7月16日（土）〜9月4日（日） 夏の特別企画展示「世界
のカブト・クワガタ2011」 森林公園昆虫館 世界の生きたカブトムシ、クワガタムシ50種類が大集合！ ●森林公園昆虫館

082-899-8964

7月23日（土）〜10月16日（日） となりの野生動物
〜安佐北区の農業現場から〜 安佐動物公園 クマやイノシシ、サルなどの野生動物による農業被害の現状

を紹介し、人との共生の道を探る。
●安佐動物公園
082-838-1111

7月30日（土）〜10月16日（日） 第8回ヒロシマ賞受賞記念展
「オノ・ヨーコ展」 現代美術館

世界平和に貢献するなどの活動を行う現代美術作家に
贈られる「ヒロシマ賞」。第8回目の受賞者となったオノ・ヨーコ
の代表作などを紹介する大規模個展。

●現代美術館
082-264-1121

　体験・学習

毎週火、土、日（変更の場合あり） プレーパーク 寺山公園（安佐北区可
部東4丁目）

「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、子ども自身が
工夫しながら遊ぶ「冒険遊び場」です。

●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

4月2日（土） 三谷川源流の清掃 安佐南区東山本三谷川
ホタル池前に集合

「山本水害」の歴史を伝える「三面石組堰堤」を保護する
ための清掃活動。

●　園西公民館
082-875-1760

4月2日（土）、3日（日） 動物お食事タイム 安佐動物公園 飼育係がレッサーパンダやアヌビスヒヒなどに餌やりしながら
解説します。

●安佐動物公園
082-838-1111

4月3日（日）、10（日） むしむしおりがみ教室 森林公園昆虫館 職員指導のもと、いろいろな昆虫折り紙を体験できます。 ●森林公園昆虫館
082-899-8964

4月8日（金）、28日（木）、5月13日（金）、
6月10日（金）、23日（木）、
7月8日（金）、28日（木）

えほんくらぶ 西区図書館 乳幼児とその保護者を対象とした絵本の読み聞かせや手遊び、
懇談など。先着13組。

●西区図書館
082-234-1970

4月9日（土）、5月14日（土）、
6月11日（土）、7月9日（土） おはなしキャンドル 西区図書館 幼児〜一般を対象としたストーリーテリング。

絵本を使わず、語りで聞かせる昔話やわらべうたなど。
●西区図書館
082-234-1970

4月10日（日）
雨天の場合は、4月17日（日）に順延

第12回みんなの
ボン・バス写生大会

JR西広島駅西口そば
の広場

地域を走るボン・バスをより身近に感じてもらう機会として
写生大会を開催し、子どもたちの創造性や表現力を育てる
一助とするとともに、地域のふれあいを図ってもらいます。

●己斐公民館
082-273-1765

4月15日（金） わくわく図書館講座 東区民文化センター
題名「よそ見のススメ−人生のお楽しみは思わぬところに
ころがっている!?」
講師：グリーンブリーズ代表 平木久惠

●東区図書館           
082-262-5522

4月17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17日（日） 飼育のお仕事 安佐動物公園 4月19日の「飼育の日」にちなんで、
飼育係が自分たちの仕事や道具などを紹介します。 

●安佐動物公園
082-838-1111

4月23日（土）、24日（日） ASAZOOボランティアーズ
どうぶつ工作広場 安佐動物公園 木の切片などを使って、動物型のマスコットを作ります。 ●安佐動物公園

082-838-1111

4月23日（土）、5月28日（土）、
6月25日（土）、7月23日（土） おはなし会 西区図書館 幼児・小学生を対象とした絵本の読み聞かせや手遊びなど。 ●西区図書館

082-234-1970

4月24日（日） 家族プールカヌー体験 似島臨海少年自然の家 カヌーの基礎説明、基礎漕艇、応用漕艇など ●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

4月24日（日）
日帰り

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（中学生を除く）〜一般
日頃郊外へ出掛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

4月24日（日） 第8回
武田山フォーラム                 広島経済大学

演題：安芸武田氏の盛衰350年
時間：午後1時〜　講師：兵庫教育大学 河村 昭一教授
参加費：500円

●プロジェクト武田山事務局
（　園町商工会内）
082-875-3476

4月24日（日） 里山あーと村
合同歓迎会

里山あーと村（安芸区
阿戸町牛ケ谷）

里山あーと村の新年度開始の合同イベント。
新規会員に向けて、里山あーと村と各部会の紹介などをします。

●安芸区役所農林課
082-821-4946

4月29日（祝） 鹿角ストラップづくり 安佐動物公園 鹿の角を使い、簡単な工作で縄文人のおしゃれを再現。市
内で発掘された動物に関する出土品も展示。 

●安佐動物公園
082-838-1111

5月1日（日）、3日（祝） ヒツジの毛刈りと
糸つむぎ教室 安佐動物公園

飼育係によるヒツジの毛刈り実演は、午前10時半と午後
1時半から。糸つむぎ体験は、午前11時、午後1時、午後2
時から。

●安佐動物公園
082-838-1111

5月5日（祝） 動物チャレンジゲーム 安佐動物公園 ジャンプや鳴き声など、動物の能力にチャレンジするゲーム。
優勝者にはぬいぐるみをプレゼント。

●安佐動物公園
082-838-1111

5月7日（土）（予備日8日（日）） カエルのための
田んぼづくり・田植え 安佐動物公園 カエルの生息を目指した田んぼに、もち米の苗を植えます。 ●安佐動物公園

082-838-1111

5月8日（日）（予備日15日（日）） 動物写生大会 安佐動物公園 動物公園の動物や園内風景を題材とした絵を募集します。
優秀作品は中国新聞に掲載予定。

●安佐動物公園
082-838-1111

5月14日（土）〜15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
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る。（要参加費）

●三滝少年自然の家
082-238-6301

5月15（日） 家族初心者投げ釣り大会
（春） 似島臨海少年自然の家 釣り初心者の家族を対象とした釣り講習、釣り大会、

コンテストなど
●似島臨海少年自然の家
082-259-2766

5月21日（土）、22日（日）と
6月18日（土）、19日（日）

野外活動ボランティア
体験講座

青少年野外活動センター
・こども村

レクリエーション、ウオークラリー、野外炊飯などを体験し、
ボランティアとしての基礎的技術を身につける。

●青少年野外活動センター・
こども村　082-835-1444

5月22日（日） 里山あーと村
田植えと里山自然体験

里山あーと村（安芸区
阿戸町牛ケ谷）

田植えやさつまいも・里芋の植え付けなどの農業体験を行います。 ●安芸区役所農林課
082-821-4946

5月29日（日）、6月4日（土） 親子森林体験
「モリアオガエル観察会」 森林公園 モリアオガエルの生息地観察、時期によっては孵化が観察

できる。（往復はがきで事前応募）
●森林公園
082-899-8241

6月4日（土）〜5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〜小学6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
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お待ちしてます！
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※当財団は、平成23年4月1日から他財団との合併により、「㈶広島市未来都市創造財団」となります。

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
 広島市まちづくり市民交流プラザ

●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/ 
　※4月1日からホームページのURLが
　　http://www.cf.city.hiroshima.jpに変更となります。
●ひろしま情報a-ネット ※メールマガジンの登録もできます。
　http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/
●E-mail 
　m-plaza@hitomachi.city.hiroshima.jp
　※４月１日からアドレスがm-plaza@cf.city.hiroshima.jp
　　に変更となります。

〒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

　㈶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。

　これまでの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。
※当財団は、平成23年4月1日から他財団との合併により「㈶広
島市未来都市創造財団」となります。
ホームページ▶http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/
4月1日以降のURL▶http://www.cf.city.hirsoshima.jp/hitomachi/

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！

　小さな子どもを連れて外出するのは大変です。子どもと
一緒におでかけ隊は、「授乳やおむつ替えができる場所」
や「子ども向けメニューがある店」など、子ども連れの外出
の際に役立つ情報を、子育て中のお母さんたちが中心に
なって調査し、マップを作っています。

　きっかけは３年前。子育て
応援イベントの企画で作った
マップが来場者に大好評。増
刷が決定し、有志がマップ作
りを続けることになりました。
これまでに３回発行されまし
たが、「ぜひまた作ってほし
い」という声を聞くこともしば

しば。ボロボロになったマップを持っているお母さんに偶然
会ったこともあります。
　そのときからのメンバーで、代表を務める
池口良子さんは「どれほどのニーズがあっ
たのか、お母さんたちの悩みが痛いほど伝
わってきました」。そこで、多くの人に利用し
てもらえるホームページでの公開を決めまし
た。ふむふむの助成で、昨年秋に立ち上げ。市内と広島駅
周辺のマップを公開しながら、ブログでは月ごとの特集を組
み、随時新しい情報を紹介しています。ほかの地域のマッ
プ作りも視野に入れていますが、当面はホームページを充
実させ、できれば携帯版も考えています。
　調査はエリアを分担し、お母さんたちが子どもを連れて
実際にやってみるというリアルなもの。それだけに、調査す
るお母さんは大変です。「思った以上に大変でした。でも、
引きこもりがちなお母さんたちの外出のきっかけになり、喜
んでもらえるのはうれしいです」と、小さな子どもと一緒に
活動するメンバーの一人は、明るく話してくれました。

●子どもと一緒におでかけ隊
http://odekaketai2010.web.fc2.com/
Eメール：odekaketai2010@yahoo.co.jp

Ｈ
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㎡ 助成支援団体のご紹介

●読んだことがなかったので、これから読んでみます。●毎号発行を楽しみにしております。地道に活動されている方が意外に身近におられることにびっくりします。
●いつも楽しみに拝読しております。

『らしっく』28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
？


