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8月〜11月

イベントガイド
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月頃 電車のがっこう 広島電鉄本社 運転士育成所の訓練体験、電車車内マイク操作、扉開閉
操作体験、車庫見学など。

●広島電鉄㈱
082-242-3551

8月6日（土） ヒロシマの心を世界に
２０１１ 広島国際会議場

舟入高校演劇部の公演、「ひろしま子ども平和議会」、
「青少年国際平和未来会議ヒロシマ」など、青少年が平和の
メッセージを発信します。

●市民局市民活動推進課 
082-504-2103

8月6日（土） ピースメッセージ
とうろう流し

元安川（原爆ドーム
対岸付近）

約１万個のとうろうを流し、原爆、戦災など死没者の冥福を
祈るとともに、広く世界へ平和のメッセージを発信し、
恒久平和を祈願する。

●とうろう流し実行委員会 
082-245-1448

8月6日（土）、9月3日（土）
11:00～14:00

新球場ようこそ劇場
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

カープを愛する市民による懐かしさ漂うたまり場。
団塊世代がカープの応援と商店街の活性化をめざします。

●二葉公民館
082-262-4430

8月7日（日） 第28回八幡川
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リ

バーマラソンを開催（有料）。
●佐伯区役所区政振興課 
082-943-9705

毎月、第2・4日曜日 神田山荘　朝市じゃけん 神田山荘 野菜などの販売 午前11時から販売。 ●神田山荘
082-228-7311

8月28日（日） 9:30～18:00 第7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、子ども神楽、東雲界隈写真展、味コーナー、
フリーマーケット、抽選会ほか「元気一番東日本」をテーマに東
日本大震災支援活動も実施します。

●れんこん祭り実行委員会 
082-282-0070（担当者：橋本）

①8月28日（日） ②9月18日（日）
③10月23日（日） ④11月27日（日） 夢の広場 ようこその朝市 夢の広場ようこそ

（白木町井原）

毎月第4日曜日、午前9時から正午まで、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。 
※9月のみ、第3日曜日。

●夢の広場ようこそ
082-828-7025（担当・池岡）

8月28日（日） 東区もてなしのまちづくり事業
第３回エリア２８プロジェクト 広島駅新幹線口広場 ステージ交流発表、東区の魅力情報提供、

もてなしコーナーなど。
●東区役所区政振興課
082-568-7705

9月3日（土）、4日（日） 草津オープンミュージアム 草津交流広場周辺 酒蔵コンサート、出店コーナー、写真・絵画展示など。 ●西区役所区政振興課
082-532-0927

9月3日（土） 田舎で夕涼み！
オープンビアガーデン

夢の広場ようこそ
（白木町井原）

焼きそば、焼きとり、アイスクリームやスイカなど、各種格安の
メニューを用意。18:00～21：00。

●夢の広場ようこそ
082-828-7025（担当・池岡）

9月4日（日） 根の谷川
クリーンキャンペーン

根の谷川、高松橋、
上原橋 市民による、河川清掃活動。 ●可部カラスの会

090-6407-2580（担当・寺本）

9月11日（日） 9:30～16:00 第14回猿猴川河童まつり 猿猴川右岸特設会場
（大正橋西詰～平和橋西詰）

テーマ「キズナ」　河川浄化イベント、フリーマーケットなど
河童ステージ：神楽、和太鼓など
平和ステージ：青少年を中心にした演目。

●猿猴川河童まつり実行委員会 
090-7777-5770（担当：梅田）

9月12日（月） 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18日（日） ＫｏｉＫｏｉふれあい
水辺フェスタ2011

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19日（祝） 第13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

10月9日（日） 第８回エコまつり
”環ッハッハinよしじま” 中工場 環境をテーマにしたイベント ・パネル展示、

体験コーナー •エコエネルギー紹介 •青空レストランなど。
●吉島公民館
082-246-4121

10月8日（土）、9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（日） 金持稲荷大祭 金持稲荷神社 金持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。

●全日本金持学会
082-921-0027

10月29日（土）～11月13日（日） 第４０回広島城大菊花展 広島城二の丸・三の丸 大菊、福助菊など、約２千鉢の展示。 ●広島祭委員会事務局事業
推進本部 082-247-6805

10月29日（土） 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

おはなしグループ、音楽グループ、
花づくりボランティアなどによるイベント。

●東区民文化センター　
082-264-5551

10月29日（土）、30日（日） 第18回広島市立大学
大学祭 広島市立大学 「三原色」をテーマに、学内でカフェ、展示、模擬店、

フリーマーケットおよびステージ企画を行う。
●広島市立大学 大学祭
実行委員会 082-848-5443

10月29日（土） やさしさのまちづくり
屋台村 可笑屋（可部旧道）

福祉版の屋台村。参加団体に情報提供、プレゼンテーション、
物品販売など、地域住民との交流。
シンポジウム「住み慣れた地域で暮らす（仮称）」開催。

●可笑屋
082-847-5508

10月30日（日） 第６回　園興動祭 広島経済大学興動館 野外ステージ、模擬店、館内展示ほか。 ●広島経済大学大学祭
実行委員会 082-874-6962

11月2日（水）、3日（祝） 第４７回あかね祭 広島文化学園大学・短
期大学 長束キャンパス 未定 ●広島文化学園大学・短期大

学学生課 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月初～11月末）。

●並木通り商店街振興組合 
082-245-1448

11月3日（祝） 第５１回修大祭 広島修道大学 野外ステージや各種イベント。 ●広島修道大学大学祭
実行委員会 082-848-9124

11月5（土）、6日（日） 第４４回経大祭 広島経済大学 お笑いライブ、野外ステージ、文化展、模擬店ほか。 ●広島経済大学大学祭
実行委員会 082-874-6962

11月5日（土）、6日（日） 第50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、当夜祭などを開催。 ●広島工業大学大学祭

実行委員会 082-921-3121

11月6日（日） 留学生会館まつり 留学生会館 留学生による各国料理屋台、ミニイベント、
おはなしコーナーなど。 ●留学生会館082-568-5931

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

1１月６日（日） 西区民まつり 西部埋立第五公園
（広島サンプラザ隣り） ステージイベント、出店コーナー、子ども広場など。 ●西区役所区政振興課

082-532-0927

11月６日（日） 第３２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12日（土）、13日（日）予定 白木町農業祭 ＪＡ白木 和牛共進会、農産物品評会、餅まき、神楽、農産物販売など。 ●ＪＡ広島市白木支店
082-828-1234

11月13日（日） 第31回安芸区民まつり
安芸区民文化センター 
安芸区総合福祉センター
安芸区役所駐車場

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13日（日） 第26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、農産物等の販売）など。

●佐伯区役所区政振興課 
082-943-9705

11月中旬～１月上旬（未定） ひろしまドリミネーション
2011 平和大通りほか 「おとぎの国」をコンセプトに、平和大通りなど市内中心部を

色とりどりの光でライトアップする。

●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

11月18日（金）、11月19日（土）
11月20日（日）

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（11月18日～20日）に併せて、歩行者天国の
中央通りにて夜神楽上演や和太鼓競演などのイベントを開催。

●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～下旬（未定） 高陽町農業祭 ＪＡ深川、口田、小河原 JAの各支店で、農産物品評会、農産物販売、バザーなど。 ●ＪＡ広島市深川支店
082-842-1131

11月20日（日）予定 可部町農業祭 ＪＡ可部 農林産物品評会、餅つき、餅まき、農産物販売、バザーなど。 ●ＪＡ広島市可部支店
082-814-2424

11月24日（木）予定 イルミネーション点灯式 広島経済大学興動館 ツリー点灯、ビンゴ大会、コンサートほか。 ●広島経済大学大学祭
実行委員会 082-874-6962

11月25日（金） 安佐南区社会福祉大会 安佐南区総合福祉センター 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

11月27日（日） 紅葉まつり 鹿ケ谷ふれあい広場 ミニコンサートや木工教室、バザーなど。 ●　園西公民館 
082-875-1760

　音楽・芸能

8月6日（土） 夜間開園 森のコンサート 広島市森林公園 閉園時間を延長して、アマチュアコンサートを開催し、
出店も行う。

●広島市森林公園　
082-899－8241

8月7日（日）
ポピュラーミュージック
活性化事業
バンドバトル「夏の陣」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

8月7日（日）
映画上映会

「ミツバチの羽音と地球の
回転」

安佐北区総合福祉センター
（18：30～）、沼田公民館
（14:00～）

参加費大人1,000円、高校生以下無料 託児（未就学児）
要申し込み　託児料500円 開場は上映の30分前。

●ＮＰＯ法人子どもネット
ワーク可部 082-815-1530

①8月17日（水） ②9月21日（水）
③10月19日（水） ④11月16日（水） うたごえ喫茶 可笑屋（可部旧道） 毎月第3水曜日に開催。懐かしい歌を生演奏で、

みんなで歌いましょう。14：00～16：00。
●可笑屋
082-847-5508

8月20日（土） あさきた寄席 安佐北区民文化センター
大広間 

広島市内で活動しているアマチュアグループによる
落語を中心としたお笑い寄席。入場料300円。

●安佐北区民文化センター
082-814-0370

8月21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
公演

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

8月21日（日） あさきた人形劇場 安佐北区民文化センター
大広間 

子どもたちの文化への関心を高めるための、
地元人形劇サークルによる人形劇とワークショップです。
入場料100円（3歳未満無料）。

●安佐北区民文化センター
082-814-0370

8月27日（土） 留学生と市民との
ふれあいコンサート 留学生会館 留学生による演奏等と崇徳高校グリークラブの合唱。 ●留学生会館

082-568-5931

8月28日（日）、 11月27日（日） エンタ登場 安佐南区民文化センター・
ロビー

区内で活動している演芸愛好者による小規模演芸会
 （8月：マジック、11月：ＨＩＰ・ＨＯＰダンス）

●安佐南区民文化センター 
082-879-3060

8月28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）

里山あーと村の森の中で、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4日（日） アートサポートプロジェクト
「ピアノリレーコンサート」

東区民文化センター・
ホール

公募で集まった市民によるリレー形式のピアノコンサート。 ●東区民文化センター 
082-264-5551

9月17日（土）

オープンプラザシアター
「ひろしまシルバーアンサンブル
～もみじ～小アンサンブル
コンサート」

東区民文化センター・
オープンプラザ

中庭で開くアンサンブルコンサート。 ●東区民文化センター 
082-264-5551

9月25日（日）、 10月9日（日）、
10月23日（日） さろんコンサート 安佐南区民文化センター・

ロビー
区内で活動している音楽愛好者による小規模演奏会

（9月：オーボエとハープ、10月：津軽三味線、10月：声楽）
●安佐南区民文化センター 
082-879-3060

10月1日（土）、 10月2日（日）、11月
26日（土） あきクラシックコンサート 安芸区民文化センター

ホール
若手音楽家がボランティアで出演する、誰もが
気軽にクラシック音楽に触れ合うコンサート。

●安芸区民文化センター 
082-824-1330

10月2日（日） ポピュラーミュージック活性化事業 
全力中年ライブ 南区民文化センター 広島で長年にわたり活動しているアマチュアバンドのライブ。 ●南区民文化センター 

082-251-4120

10月15日（土） 和楽器の演奏とおはなし会 西区民文化センター　
大広間

尺八などの和楽器の演奏と、絵本の読み聞かせなど。 ●西区図書館 
082-234-1970

10月30日（日） アンサンブル・アッカ
定期演奏会

東区民文化センター・
スタジオ１

アンサンブル・アッカによる定期演奏会。 ●東区民文化センター 
082-264-5551

11月6日（日） 森のコンサート 広島市森林公園 芝生広場休憩所でアマチュアコンサートを開催。 ●広島市森林公園　
082-899-8241

11月13日（日） 広島あにそんふぇすてぃばる 南区民文化センター
広島で活動するアニメソングを演奏するバンドや
パフォーマンスをするユニットを公募し、成り切り度や
パフォーマンス度、コスプレ度などを競い合うコンテスト。

●南区民文化センター 
082-251-4120

 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22年7月28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。

佐
伯

東

中

安
芸

南

東

安
北

南

西

南

安
南

安
南

中

中

佐
伯

東

南
安
北

東

安
北

安
北

西
西

南
中

佐
伯

中

中
安
南

安
南

安
南

安
南

東

安
北

南

西

佐
伯

安
北

安
南

安
芸

佐
伯

安
南

安
南

中

中

安
北

安
北

安
南

安
北

安
北

安
北

南

南

東

安
南

安
芸

南
西
東
東

南

ひろしま

八区
夏から秋に多彩なイベント満載！

8月〜11月

イベントガイド
ひろしま

八区
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開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

10月1日（土） 第6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

楽しいウォークラリー。（有料）
●美隅公民館 
082-923-0622

10月2日（日） 子ども西国街道ぶらり旅 井口界隈 ガイドボランティア養成講座を受講した中•高校生が、小学生を
対象に西国街道の名所・旧跡をガイドしながら案内する。

●井口公民館
082-277-9258

10月15日（土） 10:00～15:00 ふれあいウオーク 
「癒されます！ぐるり比治山散策」 広島駅⇔比治山

歴史・自然・芸術がいっぱいの比治山をボランティアガイドの
案内で散策します。小雨決行  要申込  定員50名
参加費500円、弁当・携帯用FMラジオ持参。

●南区役所区政振興課 
082-250-8935

10月15日（土） 9:45～15:00 まちづくり交流ウオーク 観音地区

福島電停南酔心料理学校集合　合併の森～平和の碑～
観音院～東観音河岸公園～観音小学校～西念寺～真宗学寮
～広島市指定保存樹  無料  自由参加（配布資料は有料
要申込）、弁当・筆記用具・携帯用FMラジオ持参。

●NPO法人広島市観光
アシスタント協会 
082-881-0877

10月22日（土） 秋の自然観察会 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する。 ●広島市森林公園　
082-899－8241

10月22日（土） 西区やまなみハイキング 鈴ヶ峰～柚木城山～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

10月22日（土） 大山峠を歩こう JR八本松駅（集合） ボランティアガイドによる史跡旧跡の案内を受けながら
旧山陽道「大山峠」を歩く。

●瀬野公民館 
082-894-8006

10月22日（土） 瀬野川健康ウオーキング
安芸区スポーツセンター
大体育室および瀬野川
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23日（日） 第８回可部の町めぐり 可部旧道
花の散歩道の散策、女子大生のガイドで史跡見学、
古民家でのお茶席、山まゆ織り体験、道ばた演芸、
子ども広場、歌声喫茶、高松山登山、スタンプラリーなど。

●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

10月29日（土） 9:00～16:20
南区魅力発見ガイドツアー 

「安芸小富士登山と
バウムクーヘン手作り体験」

広島港⇔似島

日本初バウムクーヘンが作られた似島で、当時の方法で
手作りします。秋の安芸小富士登山も最高です。雨天決行

（コース変更）、要申込、10/1から受付開始、定員４0名、
参加費大人1200円・小学生700円・未就学児500円

（登山可能な人）、弁当・筆記用具・携帯用FMラジオ持参。

●南区役所区政振興課 
082-250-8935

10月30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山頂を目指します。
9：30～15：00。

●久地南体育協会
082-837-0361（担当・増田）

11月12日（土） 広島セミナー  フィールド
ワーク「太田川巨木回廊」 宮野八幡神社他 太田川沿いに分布する巨樹・巨木を学芸員の

解説付きで訪ねます。

●（財）広島市未来都市
創造財団　文化財課 
082-568-6511

11月19日（土） 9:45～15:00 まちづくり交流ウオーク まちづくり市民交流プラザ
～住吉

まちづくり市民交流プラザ集合　ＮＨＫモニュメント
～被爆動員学徒慰霊碑～平和の門～峠三吉墓所～
倉田百三文学碑～マイスカイホール～県庁跡～住吉神社
無料  自由参加（配布資料は有料 要申込）、弁当・筆記用具・
携帯用FMラジオ持参。

●NPO法人広島市観光
アシスタント協会 
082-881-0877

11月19日（土） 牛頭山登山 安佐町小河内 標高689メートルの牛頭山登山。 ●ＮＰＯ法人０プロジェクト
082-835-0831

11月23日（祝） 第3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）

ウォーキングについてのミニレクチャー、ウォ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24日（木） 三滝歴史散策会 三滝山 三滝地区歴史コースの散策。 ●西区役所区政振興課 
082-532-0927

11月26日（土） 9:45～15:00 南区魅力発見ガイドツアー 
「天女姫伝説の地めぐり」 向洋駅～向洋・堀越

向洋半島はかつて港町として栄えた面影を今も色濃く
残しており、平清盛の側室常盤御前との子 天女姫を祭った
疱瘡神社もあります。平安からの歴史がいきづく伝説の地を
訪ねます。雨天決行、要申込、定員30名、参加費500円、
弁当・筆記用具・携帯用FMラジオ持参。

●南区役所区政振興課 
082-250-8935

11月27日（日） 西国街道ぶらり旅 井口界隈 西国街道の名所・旧跡をガイドしながら案内する。 ●井口公民館
082-277-9258

   山歩き・自然観察

9月下旬から10月上旬 秋の健康づくり登山 未定 神田山荘周辺の山へ登山。 ●神田山荘
082-228-7311

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） 自然散策ほか。

（要材料費）
●三滝少年自然の家 
082-238-6301

10月8日（土） 野鳥観察会 広島市森林公園 講師の説明を受けながら森林内の野鳥を
観察しながら散策する。

●広島市森林公園　
082-899－8241

11月（予定） 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

11月5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
藤ケ丸山を登る。

●広島市森林公園　
082-899－8241

11月20日（日） 平和大通り樹木探索のつどい 
秋編

西区役所前～
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

11月20日（日） 区民ハイキング 蓮華寺山 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） 自然散策ほか。

（要材料費）
●三滝少年自然の家 
082-238-6301

   スポーツ

10月10日（祝） 三篠川ウオーキング大会 三篠川周辺 三篠川のきれいな景色を眺めながら、ウオーキングをします。 ●安佐北区スポーツセンター
082-843-4999

11月7日（月） 湯の山ウオーキング＆
クアハウス湯の山入浴体験

湯来町周辺・
クハウス湯の山

湯来町周辺の緩やかな山のウオーキングと、クアハウス湯の
山の入浴体験を行います。スポーツセンター出発で、
昼食・送迎付です。

●佐伯区スポーツセンター
082-848-2411

11月20日（日） 開館３０周年記念事業
スポレク西区２０１１ 西区スポーツセンター 開館３０周年記念式典、ドッヂビー交流会、

ニュースポーツ体験会、カヌー体験会など。
●西区スポーツセンター 
082-272-8211

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先

11月26日（土）、27日（日） ミュージックシアターＡＳＡＫＩＴＡ
第17回公演「魔法の笛」

安佐北区民文化センター
ホール

参加者を一般公募で募り、開催する市民ミュージカル。
入場料一般2,000円、学生1,500円。※当日券は300円増し。

●安佐北区民文化センター
082-814-0370

11月27日（日） 第21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

   展示会・市民ギャラリー
5月1日（日）～9月30日（金）
7:30～18:00 ※日・祝日を除く 大河昔写真展

リトルカフェ まちの小さな
パン屋さん （南区旭町
一丁目20-13）

大河の昔の写真を掲示して昔の良き時代を記録に
留めましょう。また、大河に関する情報をお寄せください。
会場で受け付けています。

●リトルカフェ 082-254-8180 
大河町案内人 082-255-8533

（今村和紀）

8月17日（水）～20日（土） 子ども体験会作品展示会 安佐南区民文化センター・
ロビー

区内の小学生対象の草木染め体験会の作品の展示会。 ●安佐南区民文化センター 
082-879-3060

10月9日（日） 第19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

11月上旬 区民まつり特別展 造幣展示室
（造幣局広島支局）

佐伯区民まつりに合わせて展示室を開館。
特別展などを開催予定。

●造幣局広島支局
082-922-1597

11月中旬 第6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。

●ＳＡＫＵ  ＳＡＫＵ  ＳＡＫＵ
082-229-5810 

11月26日（土）～12月4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、熊野町）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

　体験・学習

7月16日（土）～9月4日（日） 夏のワークショップ・
プロジェクト2011 現代美術館

夏休み期間中、いつでも誰でも参加できる作品の展示や
ワークショップをするスペースが出現。観たり、体を動かしたり、
作ったり、五感を使ってアートを体験できるスペースとなります。

●現代美術館 
082-264-1121

7月30日（土）～8月31日（水） 夏休みイベント
「おばけの夏休み」 郷土資料館 昔の道具などを活用したおばけ屋敷が体験できます。 ●郷土資料館 

082-253-6771

8月7日（日） 親子で楽しむ！
古代ワークショップ

（財）広島市未来都市
創造財団  文化財課

親子で、市内の発掘調査で見つかった資料の見学・古代の
モノづくりに取り組みます。

●（財）広島市未来都市
創造財団  文化財課 
082-568-6511

9月4日（日） 開園40周年記念
動物園シンポジウム 安佐動物公園 動物園と、命の大切さをテーマにした4人のパネリストによる

シンポジウム。
●安佐動物公園
082-838-1111

9月24日（土）、25日（日） わくわくランド
in 三滝みたき 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（随時） 柿もぎ体験 安佐町小河内 日程を調整のうえ、安佐町小河内の農家で
柿もぎ体験を行います。

●ＮＰＯ法人０プロジェクト
082-835-0831

10月9日（日） はなづくり講座 花みどり公園 秋のガーデニングについて学びます。 ●花みどり公園 
082-837-1247

10月9日（日） 青少年野外活動センター・
子ども村オープンデー

青少年野外活動センター・
子ども村

さつまいもの収穫（無料）、牧場見学、バター・チーズづくり体験、
クラフト、ディスクゴルフ、小河内物産市など。

●青少年野外活動センター・
子ども村  082-835-1444

10月9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）

棚田での稲刈りやさつまいも掘りなどの農業体験を行います。 ●安芸区役所農林課
082-821-4946

10月23日（日） ＺＯＯスポ！！
動物園で体力測定 安佐動物公園

園内各所で、動物の能力に挑戦し、体力測定。
ポイントにより賞品をプレゼント。

（財）広島市スポーツ協会と共催。

●安佐動物公園
082-838-1111

10月29日（土） 漫画史講座 中央図書館 東京工芸大学芸術学部准教授細萱敦氏によるまんがの
歴史に関する講座です。

●まんが図書館 
082-261-0330

10月29日（土）、30日（日） 君もマンガ家！漫画・
イラスト講座 まんが図書館

対象：小学３年生～６年生 プロの漫画家の指導で
漫画やイラストを描きます。完成した作品はまんが図書館玄関
ホールに展示します。（講師：甲斐さゆみ氏・迫田良明氏）

●まんが図書館 
082-261-0330

10月29日（土）、30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（随時） ゆずもぎ体験 安佐町小河内 日程を調整のうえ、安佐町小河内の農家で
ゆずもぎ体験を行います。

●ＮＰＯ法人０プロジェクト
082-835-0831

11月3日（祝） 君もマンガ家！漫画・
イラスト講座 まんが図書館 対象：中高生　プロの漫画家の先生の指導で漫画や

イラストを描きます。（講師：南一平氏）
●まんが図書館 
082-261-0330

11月5日（土） 養山八幡神社
秋季大祭前夜祭 安佐町小河内 小河内昭和劇団の芝居と神楽上演。 ●ＮＰＯ法人０プロジェクト

082-835-0831

11月6日（日） 養山八幡神社
秋季大祭 安佐町小河内 約200年続く広島市重要無形文化財の吹囃子行事。

装束姿の子どもたちが太鼓をたたき、華やかに練り歩きます。
●ＮＰＯ法人０プロジェクト
082-835-0831

11月20日（日） シャクナゲ講座 花みどり公園 シャクナゲの植付と種蒔き。 ●花みどり公園 
082-837-1247

11月20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）

棚田で収穫した米や野菜を使った料理や、
森の素材を使った工作を行います。

●安芸区役所農林課
082-821-4946

   街並み散策・ウオーキング

8月6日（土） 9:45～15:00 まちづくり交流ウオーク まちづくり市民交流プラ
ザ～十日市

まちづくり市民交流プラザ集合  袋町小平和資料館～アンデルセン
～西国街道～元安橋～浜恵比寿～本川小平和資料館～
鍛冶稲荷～妙見大菩薩  無料  自由参加（配布資料は有料 
要申込）、弁当・筆記用具・携帯用FMラジオ持参。

●NPO法人広島市観光
アシスタント協会 
082-881-0877

毎月28日10：00～ 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17日（土） 9:45～15:00　 まちづくり交流ウオーク 土橋～福島

土橋電停西コンビニ前集合 原爆被災説明板～平和大通り
～電気ビル～明清稲荷神社～天満小学校～天満宮～出雲大社
～西消防署～原爆の絵碑 無料  自由参加（配布資料は有料
要申込）、弁当・筆記用具・携帯用FMラジオ持参。

●NPO法人広島市観光
アシスタント協会 
082-881-0877

9月19日（祝）、10月2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

9月25日（日） 9:45～15:00　
南区魅力発見ガイドツアー 

「鉄道伝説の地と旧陸軍
関連施設散策」

比治山下～大河～段原
旧国鉄宇品線の名残と旧陸軍施設などを訪ねます。
雨天決行、要申込、9/1から受付開始、定員30名、
参加費500円、弁当・筆記用具・携帯用FMラジオ持参。

●南区役所区政振興課 
082-250-8935
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※各種項は、平成22年7月28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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　武田山の麓に広がる　園地区。住宅地の合間に並ぶ小さな
田畑で、農業の活性化と地産地消の推進を目指して活動するの
が「ふるさと祇園まちづくりの会」です。主な活動は休耕田畑を復
元・再生し、子どもから大人まで、誰でも参加できる農業サポーター
を募集して作物の植え付け、収穫を行うこと。初年度は麦を植え、
予想を超える参加がありました。2年目からは米も植え、二毛作
を目指しています。代表の糸杉彦士朗さんは「田畑での作業は、
やってみなければ分からない充実感があるんですよ。参加者はみ
んなとても楽しそうで、お互いに連帯感が生まれます。親子の絆も
強くなりますね」と効果の大きさを感じています。
　糸杉さんは、スーパーに勤めていた経験から、ずっと以前から
食物問題を気にかけていました。退職し、広島市が開催した地域
活性化ワークショップに参加したことで、問題意識と「今動かなけ
れば」という気持ちが強まり、同じ思いを持つメンバーで会を立ち
上げました。
　地主に働きかけ、放置されている田畑を使わせてもらうことに成
功しましたが、野・山・田んぼ・畑、全て荒れ放題。本当にできるのだ
ろうか…と不安になったと言います。しかし地道に草木を刈り、整
備をすると、意外な効果がありました。地域の住民が喜んでくれ無
償で作業を手伝ってくれたり、他の田畑の持ち主も倣って手入れ
をするようになったのです。害虫やイノシシの被害が減り、地域全
体に一体感も生まれました。
　実は、最初に麦を育てたのには訳があります。「自給率が低い
ものから作らなければいけない」という理由です。収穫は、わずか
50kg。でも、そこには大きな夢と確かな使命がありました。

●ふるさと祇園まちづくりの会
世話人代表（糸杉さん）  090-8602-8377

Ｈ
ふ む ふ む

㎡ 助成支援団体のご紹介

平成23年7月28日発行　発行者/㈶広島市未来都市創造財団　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
	 　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.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/
●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@cf.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

●日頃あまりスポットを当てられることのない方々の活動を取り上げていて、意外に身近なところにこんな方がおられるたかとびっくりします。

『らしっく』29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
？

お待ちしてます！

　㈶広島市未来都市創造財団では、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、豊かで生き生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２３年度助成団体や助成額などについては、㈶広
島市未来都市創造財団ひと・まちネットワーク部のホーム
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います。
▼ホームページ
http://www.cf.city.hiroshima.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

㎡
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