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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

毎月第2・4日曜日 神田山荘 朝市じゃけん 東 神田山荘内 野菜や生花などの販売。午前11時から販売。 ●神田山荘
082-228-7311

11月17日（木）～1月3日（火） ひろしまドリミネーション
2011 中 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

12月3日（土） 「かよこバスができるまで」 西 西区民文化センター
大会議室A

横川駅前広場に設置されているレトロバス（愛称：かよこバス）
の復元について、広島市立大学芸術学部の吉田幸弘教授に
お話しいただきます。

●西区図書館
082-234-1970

12月10日（土）～24日（土） 第5回瀬野川
イルミネーション

安
芸

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（10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11日（日）
9:00～14：30

あさきた元気フェスタ
ー来てみんさい！ 
魅力いっぱい安佐北区ー

安
北

安佐北区民文化
センター

安佐北区の特産品販売（地元食材を使った豚汁、手作りクッキー、
即火炭、加工品など）、まちづくり活動の展示と、子どもたちによる
ステージ発表（安来節、和太鼓、よさこいなど）を行います。

●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

12月中旬～下旬 クリスマス電車 中
ほか

広島電鉄市内線 装飾した電車の運行。12月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㈱
082-242-3551

12月17日（土） わいわいこどもまつり 西 西区民文化センター
大広間

幼児、小学生を対象としたおはなし会。パネルシアターやビッグ
ブックの読み聞かせなどをします。

●西区図書館　　　　　
082－234-1970

12月23日（祝） ナミキ・クリスマス・
ファンタジ－ 中 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。 ●並木通り商店街振興組合

082-245-1448

12月23日（祝） お客様感謝デー＆冬至行事
「元気に冬越し冬至はかぼちゃ」

安
北

安佐動物公園
お客様感謝デーとして入園料無料！ 冬至にちなんでゾウやヒヒ
などにかぼちゃをプレゼント。入園者100人にも温かい、かぼちゃ
スープをプレゼント。

●安佐動物園
082-838-1111

1月2日（祝）、3日（火） 新春子どももちつき大会 安
北

安佐動物公園 もちつき大会やウサギからタツへの干支の引き継ぎ式を行います。 ●安佐動物園
082-838-1111

1月7日（土） 第18回新春もちつき交流会 西 己斐公民館 もちつき、演芸発表、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7日（土）、15日（日）、
22日（日）、29日（日） もちつき大会 東 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る ●広島市森林公園管理センター

082-899-8241

2月4日（土）、5日（日） ひがし区 出会い・ふれあい
フェスティバル 東 東区民文化センター 東区内で活動する個人、団体の舞台発表・作品展。

本の交換市。おはなし会。
●東区民文化センター
082-264-5551

2月4日（土）、5日（日） 西区民文化祭 西 西区民文化センター　
ホール他

区内の公民館等と連携して実施する、各種サークルによる
舞台発表と、生花展示、人形劇などの総合文化祭。

●西区民文化センター
082-234-1960

2月4日(土) ～12日（日） 春をよぶランらんまつり 佐
伯 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、
講習会や即売会など、ランに関するさまざまな関連イベントを開
催。洋ランに包まれた記念撮影コーナーもあります。

●植物公園
082-922-3600

2月19日（日） 国際交流もちつき大会 中 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26日（日）【予定】
10:00～14:00 第22回広島市水産まつり 西 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）

●経済局水産課
082-504-2252

3月3日（土） 第5回吉島キッズかもめ
マラソン 中 本川河川敷 小学生を対象にしたマラソン大会。 ●吉島公民館

082-246-4121

3月3日（土）、4日（日） 区民文化際
（旧「文化と学びのつどい」）

佐
伯 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等と連携して
行う、区内で活動している文化サークルによる舞台発表や
さまざまなワークショップなど。

●佐伯区民文化センター
082-921-7550

3月4日（日）
10：30～15：00 梅林春こい祭 安

南 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月中旬 並木通り春まつり 中 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等 ●並木通り商店街振興組合
082-245-1448

3月25日（日） 動物脱出対策公開訓練 安
北 安佐動物公園 大地震で動物舎が倒壊し、動物が脱出したとの想定で行う

訓練を公開します。
●安佐動物園
082-838-1111

　音楽・芸能
10月29日（土）～1月 9日（祝）
10:00～17:00

特別展「秋山祐徳太子＋
しりあがり寿 ブリキの方舟」 南 現代美術館

ベテラン美術家と人気漫画家の2人が、世代もジャンルも
超えて共同で開催する異色の展覧会。観覧料：一般1,000
円、小中学生と65歳以上は無料。

●現代美術館
082-264-1121

12月3日（土） 留学生と市民とのふれあい
コンサート 南 広島市留学生会館 入場無料・参加自由。

留学生による演奏。
●広島市留学生会館　
082-568-5931

12月3日（土）、4日（日）
23日（祝）～25日（日）

舞台芸術促進事業
おどり～るwithじゅんじゅん 東 東区民文化センター

ロビーギャラリー ダンスワークショップ ●東区民文化センター
082-264-5551

12月10日（土） クリスマスコンサート 西 観音公民館 ミュージックベルの演奏。 ●観音公民館
082-233-2603

12月11日（日） あき名曲コンサート 安
芸

安芸区民文化センター
ホール

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～

●安芸区民文化センター
082-824-1330

12月18日（日） あさきた寄席 安
北

安佐北区民文化
センター 落語などの演芸愛好者による公演です。 ●安佐北区民文化センター

082-814-0370

12月27日（火） デジタルミュージック
フェスティバル2011 西 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（日） オープンプラザシアター　
まそほコンサート 東 二葉公民館・ラウンジ 二胡やヴァイオリンのコンサート。 ●東区民文化センター

082-264-5551

1月15日（日）
2月25日（土）

舞台芸術促進事業
劇団Tempa 月イチ演劇クラブ 東

東区民文化センター
ロビーギャラリー 劇団Tempaによる演劇ワークショップ。 ●東区民文化センター

082-264-5551

1月15日（日） あさきた人形劇 安
北 安佐北区民文化センター 地元で活動している人形劇団体による、人形劇などの公演。 ●安佐北区民文化センター

082-814-0370

1月15日（日） あきクラシックコンサート 安
芸

安芸区民文化センター
ホール 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20日（金） 地域交流コンサート
「安芸の郷コンサート」

安
芸 森の工房AMA食堂 地域へ出向いて演奏するコンサート ●安芸区民文化センター

082-824-1330

1月20日（金）、22日（日） オペラ「班女」 中アステールプラザ
中ホール

台本・作曲・音楽監督/細川俊夫
指揮/川瀬賢太郎
演出/平田オリザ

●ひろしまオペラ･音楽推進委員会
082-244-8000

1月21日（土）～3月11日（日）
10:00～17:00

特別展
「シャルロット・ペリアンと日本」 南 現代美術館

日本の伝統を取り入れた建築室内デザインで優れた業績を残
すフランス人女性建築家の作品を紹介します。観覧料：一般
1,000円、小中学生と65歳以上は無料。

●現代美術館
082-264-1121

1月22日（日） さろんコンサート 安
南

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。
（ソプラノ歌手3名＋ピアノ）　入場料：無料

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

1月29日（日） 安佐南区文化の祭典 安
南

安佐南区民文化センター
ホール

区内で郷土芸能である十二神祇神楽の継承を行っている団
体による神楽公演。 前売券：一般1,200円、子ども600円

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

1月29日（日） さえき吹奏楽フェスティバル 佐
伯 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グループによる音楽発表会。 ●佐伯区民文化センター

082-921-7500

2月4日（土）、5日（日）
ひがし区　出会い・ふれあい
フェスティバル

（舞台発表ほか）
東 東区民文化センター

ホールほか 東区で活動する文化団体の舞台発表やバザー。 ●東区民文化センター
082-264-5551

2月11日（祝）、12日（日） 安佐南区音楽祭 安
南

安佐南区民文化センター
ホール

区内で活動しているグループによる発表会（2/11：コーラス、
2/12：器楽・吹奏楽）。 入場料：無料

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

2月11日（祝）、12日（日） やまなみ文化祭 安
北 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。 ●安佐北区民文化センター

082-814－0370

2月19日（日） 舞台芸術促進事業　
アッカの国巡りシリーズ 東 東区民文化センター

スタジオ1 アンサンブル・アッカによるコンサート。 ●東区民文化センター
082-264-5551

2月19日（日） エンタ登場 安
南

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（創作の
民族芸能：獅子舞、篠笛の演奏など）。　入場料：無料。

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

2月23日（木）～26日（日） 演劇引力廣島
第9回プロデュース公演 中アステールプラザ

多目的スタジオ
広島の演劇人による演劇公演
演出/ノゾエ征爾

●アステールプラザ
082-244-8000

2月25日（土）、26日（日） 児童劇 安
芸

安芸区民文化センター
大広間 広島で活動している劇団による人形・影絵劇。 ●安芸区民文化センター

082-824-1330

3月3日（土） 文楽鑑賞会
「人形浄瑠璃文楽」 中アステールプラザ

中ホール 出演：（財）文楽協会 ●アステールプラザ
082-244-8000

3月3日（土） 小山実稚恵ピアノリサイタル 西 西区民文化センター　
ホール

日本を代表するピアニスト、小山実稚恵さんによるピアノ
リサイタル

●西区民文化センター
082-234-1960

3月3日（土）、4日（日） あきクラシックコンサート 安
芸

安芸区民文化センター
ホール

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9日（金） サロンコンサート
歌曲のしらべ39 東 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

3月9日（金）～25日（日） 舞台芸術促進事業
おどり～るwithじゅんじゅん 東 東区民文化センター

ロビーギャラリー、スタジオ2
ダンスワークショップ、公演 ●東区民文化センター

082-264-5551

3月11日（日） 第6回あさきた神楽発表会 安
北 安佐北区民文化センター

区内の11神楽団が一堂に会する神楽発表会。終日、神楽を
堪能できます。当日券のみ販売（大人1,000円、小・中学生
500円）

●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

3月11日（日） マイタウンオーケストラ
広響in安芸区

安
芸

安芸区民文化センター
ホール

広島交響楽団による広島市巡回コンサート ●安芸区民文化センター
082-824-1330

3月15日（木）、16日（金） コンテンポラリーダンス
プロデュース公演 中アステールプラザ

多目的スタジオ
広島のダンサーによるコンテンポラリーダンス公演
振付・監修/近藤良平

●アステールプラザ
082-244-8000

3月17日（土） 舞台芸術促進事業
劇団Tempa 月イチ演劇クラブ 東 東区民文化センター・

大広間
劇団Tempaによる演劇ワークショップ ●東区民文化センター

082-264-5551

   展示会・市民ギャラリー

9月6日（火）～12月25日（日） 企画展「『ごんぎつね』が
語る昔のくらし」 南 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・展示して、昔の人々のくらしを紹介します。
●広島市郷土資料館　
082-253-6771

11月15日（火）～12月16日（金） めうがや水引軒社中
「ほっと一息 水引細工展」 東 東区図書館 閲覧室 めうがや水引軒さんとその水引細工教室の皆さんの作品展 ●東区図書館

082-262-5522

11月26日（土）～12月4日（日） 第10回安芸地区文化交流
作品展（絵画）

安
芸 安芸区民文化センター 安芸地区（安芸区、府中町、海田町、熊野町、坂町）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

 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11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。

ひろしま

八区
冬から春に多彩なイベント満載！

12月〜3月

イベントガイド
ひろしま

八区
開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先
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2月4日（土）～無くなり次第終了 トンボ玉でつくる
おひなさま

安
北ガラスの里 直径1.5㎝のトンボ玉で作る小さなおひなさまづくり講習会。

20組限定。3,800円。
●ガラスの里
082-818-0414

2月5日（日）
9:30～15:00 武田山馬返しなど整備 安

南 武田山憩いの森 武田山の麓「ふれあい樹林」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
（祇園町商工会）
082-875-3476

2月18日（土） 炭焼き体験 安
北

安佐北区安佐町
小河内

地元の間伐材を利用して炭焼きをします。 ●小河内Ｏプロジェクト
082-835-0831

2月18日（土）、19日（日）　
1泊2日

誰でもできる大人の野遊び
入門講座 西 三滝少年自然の家

対象一般（15歳以上：中学生は除く）（15名）
自然観察　野外炊飯など（要参加費）
参加者の募集は1月15日より。

●三滝少年自然の家
082-238-6301

3月4日（日） シャクナゲ講座
「シャクナゲの接ぎ木」

安
北 花みどり公園 園内のシャクナゲで、シャクナゲの接ぎ木のやり方を体験

学習します。
●花みどり公園
082-837-1247

3月11日（日）、18日（日）、
24日（土）、31日（土） 親子で虫タッチ 東 昆虫館 カブトムシやナナフシ、イモムシなどと触れ合ってみよう！ ●昆虫館

082-899-8964

3月18日（日） 動物と消防の写生大会 安
北 安佐動物公園 動物と消防車を題材とした写生大会。 ●安佐動物園

082-838-1111

3月18日（日）、20日（祝） しいたけの里親募集 東 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する。
往復ハガキで申し込み　各日抽選25組

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

3月20日（祝）
10:00～11:00 黄金山クリーン活動 南 黄金山配水池から頂上

までの登山道路

黄金山配水池（黄金山町18番）前集合。
黄金山登山道を清掃し、桜を気持ちよく鑑賞する。
登山道路に危険箇所はないか点検する。（車いすを含めて）
見晴らしの悪いところはないか点検する。

●仁保学区社会福祉協議会
会長 中野光夫
082-282-4766　
090-3376-3768

3月24日（土）、25日（日） 親子森林体験
「森のピザづくり」 東 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する。

小学生以上対象　往復ハガキで申し込み　抽選15組
●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

3月31日（土） 動物お食事タイム 安
北 安佐動物公園 飼育係がレッサーパンダやアヌビスヒヒに給餌しながら

解説します。
●安佐動物園
082-838-1111

   街並み散策・ウオーキング

毎月28日
10：00～ ふたばの日定期ガイド 東 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

12月4日（日）
10:00～15:00 武田山登山会 安

南 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事務局
（祇園町商工会）
082-875-3476

2月下旬 大河町案内 南 大河公民館
～大河一円

歴史ある大河のまちを散策します。大河漁業祭りに立ち寄り
海苔汁の試食や海産物の購入もできます。
要申込、参加費無料。

●大河公民館
082-254-6731

3月上旬開催予定 西国街道ぶらり旅 西 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4日（日） グリーンアドベンチャー 東 広島市森林公園 クイズを解きながら公園内の森を散策する。
先着100人に参加記念品有り

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

3月4日（日） ファミリーウオーキング
inかんおん 西 太田川放水路河川敷 ウォーキング（新己斐橋発・着、新竜王橋折返し約4ｋｍ）。 ●西区役所区政振興課

082-532-0927

3月10日（土） 滝山登山 安
北

安佐北区安佐町
小河内

標高692mの滝山に登ります。 ●小河内Ｏプロジェクト
082-835-0831

3月22日（木） 三滝歴史散策会 西 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24日（土）　
9:00～16:20　

南区魅力発見ガイドツアー
「バウムクーヘン作りとミモザ鑑賞」 南 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。ミモザの花咲く安芸小富士登山とまち歩きをします。雨
天決行、3/1から申込受付、定員４0名、参加費大人1200円・
小学生700円、弁当・FMラジオ持参

●南区役所区政振興課
082-250-8935

   山歩き・自然観察

1月29日（日） 野鳥観察会 安
北 安佐動物公園 園内で冬を越している野鳥を観察。寒くても負けない姿を見れば

心が温まります。
●安佐動物園　
082-838-1111

2月25日（土） 西区やまなみハイキング 西 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3日（土）、4日（日）
1泊2日 三滝自然ワンダーランド 西 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）
参加者の募集は2月1日より。

●三滝少年自然の家
082-238-6301

   スポーツ

1月22日（日） ひろしま男子駅伝応援
イベント

佐
伯

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11日（日）
9:00～13:00 

第28回安佐北ふれあい
マラソン大会

安
北

安佐北区
スポーツセンター周辺

対象：安佐北区在住・通勤通学の幼児以上　定員：先着
1,000人　参加料：ファミリーの部300円、一般の部（3㎞、
5㎞）500円　申込：2月2日（木）から、所定の申込書を提出

●安佐北区スポーツセンター
082-843-4999

3月20日（祝） グラウンドゴルフ教室 東 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
を実地で学ぶ　往復ハガキで応募　抽選で50人

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

3月24日（土）
9:00～17：00

あさきたふれあい
ソフトバレーボール交流会

安
北

安佐北区
スポーツセンター

対象：18歳以上　定員：先着240人（女性の部20チーム、
一般男女混成の部20チーム）　参加料：一人300円、　
申込：2月2日（木）から、所定の申込書を提出

●安佐北区スポーツセンター
082-843-4999

12月3日（土）、10日（土）、
17日（土）、24日（土）

昆虫館でクリスマス
「蜜ろうキャンドルづくり」 東 昆虫館 蜜蝋を使ったキャンドル作り教室です。 ●昆虫館

082-899-8964

12月11日（日）～12月16日（金） 平和大通り　青空ギャラリー 西 平和大通り緑地帯
（西区役所前緑地帯）

東日本大震災復興応援ライブとイルミネーション点灯など ●西区役所区政振興課
082-532-0927

1月14日（土）～3月20日（祝） 企画展「変わりゆく広島」
～大下隆雄写真展 南 広島市郷土資料館

昭和30年代からの南区域を中心とした風景・子ども・街並み等
の写真から、高度経済成長期に激変する社会や生活様式を
振り返ります。

●広島市郷土資料館　
082-253-6771

1月21日（土）～3月4日（日） ガラスのひなまつり展 安
北ガラスの里 吹きガラス、トンボ玉、バーナーワークなど、ガラス製のおひなさ

まを展示販売
●ガラスの里
082-818-0414

1月28日（土）～2月5日（日） ひがし区 出会い・ふれあい
フェスティバル（作品展） 東 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
※月曜日 休館

●東区民文化センター 
082-264-5551

1月31日（火）～2月5日（日） 西区民作品展 西 西区民文化センター　
ギャラリー

西区民文化センターで活動しているサークルを中心とした絵画・
書・工芸などの作品展示。

●西区民文化センター
082-234-1960

2月4日（土）、5日（日） 地場産業展
（西区民文化センターまつり） 西 西区民文化センター 区内の特色ある地場産業の展示 ●西区役所区政振興課

082-532-0927

2月9日（木）～12日（日） 中区民作品展 中アステールプラザ
市民ギャラリー

区内で創作活動を行っている人の美術作品の展示 ●アステールプラザ
082-244-8000

2月9日（木）～19日（日） 安佐北区民作品展 安
北 安佐北区民文化センター 安佐北区内在住者等による美術・工芸などの作品展示 ●安佐北区民文化センター

082-814-0370

2月11日（祝）～3月25日（日） 上田宗箇
武将茶人の世界展 中 ひろしま美術館

秀吉の側近として寵愛を受け、晩年は広島藩に仕えた上田宗箇は、桃
山時代を代表する武将茶人です。千利休の茶を学び、古田織部とも深
い親交を持った宗箇は、桃山の創作茶の湯に邁進しました。本展では、
宗箇生誕450年を記念し、宗箇特有の茶の湯の世界を紹介します。

●ひろしま美術館
082-223-2530

2月28日（火）～3月4日（日） 安佐南区民作品展 安
南

安佐南区民文化センター
ロビー

区民による美術品の作品展（絵画、手工芸、書、写真、陶芸、彫刻ほか）
入場料：無料

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

　体験・学習

12月3日（土） 安佐南文化セミナー 安
南

安佐南区民文化センター
大会議室

英国式リフレクソロジーの講演と実演（自宅でできるよう足つぼ
マッサージを学ぶ）　参加料：300円（バラの香りのパウダー付）

●安佐南区民文化センター
082-879-3060

12月3日（土） 漬物講習会 安
北

安佐北区安佐町
小河内

地元でとれた野菜を使用して漬物の付け方の講習を行います。 ●小河内Ｏプロジェクト
082-835-0831

12月3日（土）、4日（日） 親子森林体験
「リースづくり」 東 広島市森林公園 親子で一緒にリースをつくる

小学生以上対象　往復ハガキで申し込み　抽選15組
●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

12月4日（日） ＡＳＡＺＯＯボランティアーズ
フェルトでゆきだるま

安
北 安佐動物公園 安佐動物公園のヒツジの毛を使ったフェルトで、雪だるまや

動物のアクセサリーを作ります。先着120人。
●安佐動物公園
082-838-1111

12月4日（日）、18日（日） 熱帯果樹の観察と
マーマレードづくり

安
北 花みどり公園 熱帯果樹の観察と、花みどり公園で採れたオオミノレモンを

使ってマーマレードを作ります。
●花みどり公園
082-837-1247

12月10日（土）、11日（日） 正月事始め
「ミニ門松づくり」

安
北 安佐動物公園 新年を迎えるための準備を始める「正月事始め」にちなんで、

ミニ門松を作ります。各日先着15組。
●安佐動物公園
082-838-1111

12月11日（日） しめ縄作り 安
北 花みどり公園 正月用のしめ縄飾りを、稲わらなどを使って昔ながらの伝統的

手法で手作りします。
●花みどり公園
082-837-1247

12月14日（水）、
1月11日（水）、25日（水）、
2月22日（水）、3月14日（水）、28日（水）

おはなし会（乳幼児） 東 東区図書館
おはなしのへや

絵本のよみきかせなど ●東区図書館
082-262-5522

12月16日（金） わくわく図書館講座　
『水引細工で鯛づくり』 東 東区民文化センター 水引細工の基本「あわじ結び」から始め、祝い箸の飾りと小さな鯛

を作ります。要申込（12/7～）先着10名、材料費300円。
●東区図書館
082-262-5522

12月17日（土） ミニ門松づくり講習会 東 広島市森林公園 ミニ門松の作り方を学ぶ
中学生以上対象　往復ハガキで申し込み　抽選20組

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

12月17日（土） 梅の剪定講習会 安
北

久地北げんき村・
いこいの館周辺

果樹栽培の経験豊富な講師を招き、梅の木の剪定方法を
学びます。

●安佐北区役所農林課　
082-819-3932

12月17日（土）、25日（日）、
1月14日（土）、22日（日）、
2月5日（日）、18日（土）、26日（日）、
3月17日（土）、25日（日）

おはなし会 東 東区図書館
おはなしのへや

絵本のよみきかせなど ●東区図書館
082-262-5522

12月20日（火） 炭焼き講習会 東 広島市森林公園 ドラム缶による炭焼きの実地講習
中学生以上対象　往復ハガキで申し込み　抽選50人

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

12月23日（祝） そば打ち交流会 安
北

久地北げんき村・
いこいの館周辺

げんき村の農園で栽培したそばを使用して、そば打ちを行います。 ●安佐北区役所農林課
082-819-3932

1月7日（土）～3月4日（日） まゆ玉細工工作 東 昆虫館 カイコのまゆを使っていろいろなものを作ってみよう！ 
作品コンテストも開催します。

●昆虫館
082-899-8964

1月14日（土）、21日（土）、28日（土） 「たき火とやきいも」 東 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焼いて食べる
先着100個

●広島市森林公園 管理センター
082-899-8241

1月21日（土）、28日（土）、
2月18日（土）

広島学セミナー
「広島と茶道上田宗箇流」 西 古田公民館他

講義、上田流和風堂の見学とお茶席、ひろしま美術館「上田
宗箇武将茶人の世界展」鑑賞。
要申込（12/1～往復はがき）、要参加費。

●古田公民館
082-272-9001

1月28日（土）～29日（日）
1泊2日 三滝自然ファミリーランド 西 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）

参加者の募集は12月15日より。
●三滝少年自然の家
082-238-6301

2月3日（金）、4日（土）、5日（日） 芸能体験講座 西 西区民文化センター 子どもから高齢者まですべての年齢を対象とした、生花やダンス
など気軽に参加できる体験講座

●西区民文化センター
082-234-1960

 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11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。

開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先



　牛田は縄文時代からの歴史や文化が残るまちです。かつて
牛田の南は海で、比治山は広島湾に浮かぶ島でした。牛田は、
広島市内で最古のまちとも言われ、縄文時代や弥生時代の土
器や遺跡、古墳なども発見されています。その牛田の魅力を伝
えようと有志が集まり、立ち上げたのが、牛田の歴史と文化を生
かしたまちづくりの会です。
　まず取り組んだのは、紙芝居づくり。昔話や伝承を大型の紙芝
居にして伝えていこうと畳１枚ほどの大きさの迫力ある紙芝居を
つくりました。最初の作品は「安楽寺の大イチョウ」。安楽寺にある
樹齢300年の大イチョウは、親鸞が挿した杖がイチョウになったと
伝わる東京・麻布山善福寺から分枝されたものです。郷土史を集
めたり、公文書館で資料を調べたり、古老から話を聞いたりしなが
ら物語をまとめ、地域の人の協力で絵やＢＧＭの音楽も制作しまし
た。紙芝居はお祭りやイベントで披露するほか、読書ボランティアな
どにも利用されています。
　会の特徴は、地域の社会福祉協議会をはじめ、老人クラブや子
ども会、商店街の組合など、たくさんの団体が協力して活動してい
ること。地域全体が一丸となって老若男女を巻き込んで、大きな動
きになっているようです。「地域の一体感が増していくのを感じま
す。みんなでやる手応えや、人がつながっていく実感があります」
と言うのは、事務局長の今井まゆみさん。次は、昔話絵本、歴史を
まとめた小冊子、歴史マップなどをつくったり、歴史の散歩道を整
備したりしたい、と構想は尽きません。華 し々さは追わず、ぼちぼち
ゆっくり着実に成果を紡いでいくのを目指しています。

●牛田の歴史と文化を生かしたまちづくりの会
☎ 082-223-1332（印章工房ゆい 内）

Ｈ
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㎡ 助成支援団体のご紹介
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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
	 　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

●表紙が泥んこになって田植えを楽しんでいる母子の姿をほほえましく拝見しました。毎号地道に地域でいろいろと活動されている方がおられることを知らせていただき嬉しくしております。
●広島市民の皆様のいきいきと活動されている様子を拝見させていただきました。この情報誌に掲載されることも更なる励みにつながっているのだろうと感じました。

『らしっく』30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！

　（財）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２３年度助成団体や助成額などについては、（財）広島
市未来都市創造財団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。
金額の多少に関わらず、随時お受けしています。
　また、第10回助成事業の募集は平成２４年２月１日（予定）
から始まります。
▼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

㎡


