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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

4月1日（日） メイちゃんの公開
パフォーマンス

安
北 安佐動物公園 ゾウのメイが鼻を器用に使う様子や、牙で飼育係を持ち上げるパ

ワーなどを披露します。雨天中止。
●安佐動物公園
082-838-1111

4月7日（土）、8日（日） 第25回
湯の山温泉桜まつり

佐
伯

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7日（土）〜30日（祝） 植物公園さくらまつり 佐
伯 植物公園 桜に関連するさまざまなイベントを開催。4月7日・8日、14日・15日に

は「桜と光の夕べ（夜間開園）」を開催。無料シャトルバスあり。
●広島市植物公園
082-922-3600

毎月第2・4日曜日 神田山荘 朝市じゃけん 東 神田山荘
日帰りロビー 野菜などの販売。11：00から販売。 ●神田山荘

082-228-7311

4月中旬の土日 第22回さくらまつり
「盛春桜花」

佐
伯 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月中旬 第13回さくらパレード 佐
伯コイン通り 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
（コイン通り商店街振興組合）
082-923-1351

４月中旬〜下旬　 第２２回花のまわりみち
〜八重桜イン広島〜

佐
伯 造幣局広島支局 造幣局広島支局構内の桜（八重桜が中心）を一般公開。

展示室の開館、貨幣セット、金属工芸品の販売など。
●造幣局広島支局
082-922-1597

4月14日（土） 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
北 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15日（日） 第11回
神乃倉さくらまつり

安
北

神乃倉山山頂と
その周辺

こどもみこし、和太鼓、神楽、バザー（うどん、イカ焼）、ふるさと産
品、手ひねり陶器の即売、お茶の会など。（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15日（日） 福王寺春の大祭 安
北 福王寺 弘法大師開基の安芸の高野山・福王寺。新緑に囲まれた境

内で、火祭りが行われ、火渡り体験もできる
●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

4月21日（土）、22日（日） ASAZOOボランティアーズ
どうぶつクイズラリー

安
北 安佐動物公園 ＡＳＡＺＯＯボランティアーズとの共催。動物に関するクイズラ

リー。抽選で景品もあります。
●安佐動物公園
082-838-1111

毎月第4日曜日 夢の広場
ようこその朝市

安
北

白木町井原（ＪＲ芸備線、
井原市駅すぐ隣）

9：00から12：00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27日（日）は「第50
回記念朝市」と「ようこそのさかな市」を兼ねて、ますますバー
ジョンアップさせます。

●夢の広場ようこそ
082-828-7025

4月28日（土）〜5月6日（日） 2012春のシャクナゲ
ふれあい祭り

安
北 花みどり公園

期間中、シャクナゲの展示や花づくり、コケ玉づくりの体験会など
があります。4月29日（日）には、シャクナゲの苗の無料配布、シャ
クナゲ講習会など。

●花みどり公園
082-837－1247

5月3日（祝）〜5日（祝） 2012ひろしまフラワー
フェスティバル 中 平和大通りほか パレード、ステージ、ひろば展開

●ひろしま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4日（祝） みどりの日・
植物園の日記念行事

佐
伯 植物公園

花苗のプレゼント、コンサート、オリエンテーリングなど、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）

●広島市植物公園
082-922-3600

5月19日（土） ダルマガエルの
目覚め観察会

安
北 安佐動物公園 冬眠中のダルマガエルを飼育ケースのミズゴケから掘り起こす作

業を見学。
●安佐動物公園
082-838-1111

5月19日（土）、20日（日）
14：00〜16：30 桂三象独演会 安

北
19日中深川「明光寺」、
20日井原「浄満寺」

落語家・桂三象さんを迎え、2会場で落語会を開催。入場は大人
のみ。1500円。

●夢の広場ようこそ
082-828-7025

5月26日（土）、27日（日） 大文字まつり 安
北

高松神社
（高松山山頂）

高松山に「大」の字が浮かび上がります。献灯は26日（土）、27日（日）
19：00から24：00。山麓の高松橋付近では、神事が行われ、余興や
出店もにぎやかです。山頂でも福引きあり。（27日は献灯のみ）

●大文字保存会
082-814-5096（担当・川手）

5月26日（土）、27日（日）
もしくは、6月2日（土）、3日（日） しゃくやく祭り 安

北 白木町市川桧山 しゃくやく切り花の販売（その他は未定） ●安佐北区役所農林課
082-819-3932

6月1日（金）〜3日（日） ゆかたできん祭 中
中央通り、基町クレド、
シャレオ、袋町公園、広
島市中央部一体

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－の「大とうろう」を中心に「ゆか
たで踊りんさい」などを開催。他会場でも、「ゆかた」に関連した
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

6月2日（土） あんず祭り 佐
伯

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9日（土） 岩上ホタルまつり 安
北

岩上神社、
上岩上集会所

神楽や映画、地域の各種団体による夜店の出店などがあり
ます。　※雨天の時は6月10日（日）

●落合学区ホタルまつり
実行委員会　
082-842-3550（担当・梅田）

6月10日（日） 第7回安の花田植 安
南

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10日（日） オウム・インコデー　　　
インコと記念撮影

安
北 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

7月上旬     第22回
湯来温泉ホタルまつり

佐
伯 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1日（日） 落語鑑賞会 安
芸 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8日（日） ゾウに負けるな！　
動物園で婚活

安
北 安佐動物公園 独身の男女を対象に、バックヤードガイドや工作教室など動物

園ならではの出会いの場を提供し婚活を支援する。
●安佐動物公園
082-838-1111

7月14日（土）〜8月26日（日） サマーフェア 佐
伯 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。
●広島市植物公園 
082-922-3600

7月22日（日） 動物へ暑中お見舞い 安
北 安佐動物公園 二十四節気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28日（土） 明神社夏の大祭
（チンチロビッツ）

安
北 可部2丁目

17：00から歩行者天国になり、まちづくり団体による歌、出店、
露天商と歩行者でにぎわう。広場では、18：00から和太鼓と神
楽の上演があり、22：00まで楽しめる。

●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

　音楽・芸能

4月3日（火）　13：00〜 第4回　神田山荘　
爆笑落語会 東 神田山荘　多目的室 落語　楽しく笑って、心をリフレッシュ！ ●神田山荘　　　　　　　

082-228-7311

4月15日（日）　12：30〜 舞台公演 あざみの会 東 神田山荘　集会場 日本舞踊 ●神田山荘　　　　　　　
082-228-7311

4月22日（日）　12：30〜 舞台公演 ハワイアン
バンドマリンスターズ 東 神田山荘　集会場 ハワイアン演奏とフラダンス ●神田山荘　　　　　　　

082-228-7311

4月30日（祝）　12：30〜 舞台公演 琴菅盤ド 東 神田山荘　集会場 大正琴、サックス、キーボードによる演歌や歌謡曲の演奏 ●神田山荘　　　　　　　
082-228-7311

5月3日（祝）〜5日（祝） 楽器ワークショップ 安
芸 安芸区民文化センター 中・高・大学生を対象とした楽器（クラリネット）の講習会と成果

発表
●安芸区民文化センター
082-824-1330

5月13日（日） 第31回広島県西部神楽
競演大会

佐
伯

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13日（日） HIROSHIMA HAPPY 
NEW EAR Ⅺ 中アステールプラザ

オーケストラ等練習場 現代音楽コンサート
●ひろしまオペラ･
音楽推進委員会
082-244-8000

5月13日（日）　12：30〜 舞台公演 西延会 東 神田山荘　集会場 日本舞踊 ●神田山荘　　　　　　　
082-228-7311

5月19日（土）
オープンプラザシアター
「パーカッションアンサンブル  
パルス」

東 東区民文化センター　
オープンプラザ（中庭） パーカッションアンサンブルのコンサート ●東区民文化センター

082-264-5551

5月20日（日） アステールプラザ
神楽鑑賞会 中アステールプラザ

中ホール 広島市内および近郊の神楽団体による神楽鑑賞会 ●アステールプラザ
082-244-8000

5月20日（日）
12：30〜 舞台公演 つくしの会 東 神田山荘　集会場 日本舞踊 ●神田山荘

082-228-7311

5月24日（木） 邦楽ノート 東 東区民文化センター　
スタジオ1 邦楽のレクチャー付コンサート ●東区民文化センター

082-264-5551

5月26日（土）、6月23日（土）、
7月7日（土）、8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 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23日（土） オープンプラザシアター
「まそほ（仮）」 東 東区民文化センター　

オープンプラザ（中庭）
ヴァイオリン、ギター、二胡等によるコンサート ●東区民文化センター

082-264-5551

6月24日（日）　12：30〜 舞台公演
美鈴舞踊劇団 東 神田山荘　集会場 唄とお芝居の舞踊ショー ●神田山荘

082-228-7311

7月21日（土） オープンプラザシアター
「フラ・ラー（仮）」 東 東区民文化センター　

オープンプラザ（中庭）
フラダンスの公演 ●東区民文化センター

082-264-5551

7月22日（日）　12：30〜 舞台公演 琴菅盤ド 東 神田山荘　集会場 大正琴、サックス、キーボードによる演歌や歌謡曲の演奏　 ●神田山荘　　　　　　　
082-228-7311

7月27日（金） 演劇鑑賞会
「高き彼物」 中アステールプラザ

中ホール

演劇「高き彼物」の上演
作・演出／マキノノゾミ
出演／石丸謙二郎、田中美里　他

●アステールプラザ
082-244-8000

   展示会・市民ギャラリー

3月31日（土）〜4月30日（祝） 吉田竜夫特集 南まんが図書館 吉田竜夫の作品を、貴重書を中心に展示します。 ●まんが図書館　　　　
082-261-0330

4月1日（日）〜
平成25年3月31日（日） 小磯良平展 中

中区西白島町22-15　
（株）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。

●（株）大野石油店
082-221-9107

4月7日（土）〜5月6日（日） ガラスのかぶと展 安
北ガラスの里 手づくりガラスのかぶとを展示、販売。 ●ガラスの里　　　　　　

082-818-0414

4月14日（土）〜4月22日（日） 動物と消防の写生大会入賞
作品展

安
北 安佐動物公園 園内の動物と消防車が描かれた動物画の入賞作品展 ●安佐動物公園

082-838-1111

4月14日（土）〜5月6日（日） 春の企画展示
「春のハチミツフェスタ」 東 昆虫館 生きたミツバチの巣の展示とミツバチの生態についての解説。

さまざまなハチミツの試食
●昆虫館
082-899-8964

4月14日（土）〜5月27日（日）
みんなだいすき

“ばばばあちゃん”
さとうわきこ絵本原画展

中 ひろしま美術館
パワフルで豪快でありながら心優しい愛すべきキャラクター「ば
ばばあちゃん」のシリーズをはじめ、さとうわきこの初期から最新
作までの絵本原画を紹介する展覧会。

●ひろしま美術館
082-223-2530

4月14日（土）〜5月27日（日） 企画展「雁木」
〜広島の水辺の記憶〜 南 郷土資料館

「水の都・広島」において河川と陸上の接点であった雁木が市
民生活に果たしてきた役割や、身近にありながら知られていな
い雁木の魅力について紹介します。

●郷土資料館
082-253-6771

4月29日（祝）〜5月27日（日）　 安佐動物公園 動物写真
コンクール入賞作品展

安
北 安佐動物公園 動物園や野生動物、ペットなどを被写体にした写真の作品展 ●安佐動物公園

082-838-1111

5月1日（火）〜9月30日（日） むしむし写真コンテスト
作品募集 東 昆虫館 昆虫を題材にした写真作品を公募し、昆虫館に展示、優

秀作品を表彰します。
●昆虫館
082-899-8964

 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24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。 4月〜7月ひろしま

イベントガイド八区
開催日 イベント名 区 開催場所 内　　容 問合せ先 春から夏に多彩なイベント満載！

※問合せ先欄に記載しています「広島市役所観光課」と各区役所「区政振興課」は、平成24年4月1日から組織改正により、「広島市役所観光政策部」と「地域起こし推進課」に名称が変わります。

イベントガイド八区
ひろしま 4月〜7月
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6月2日（土）、6月3日（日） 浄水場見学会
東
安南
安北

牛田・緑井・高陽の
各浄水場

見学希望の方は、当日、見学開始時刻までに浄水場へ直接
行って申し込み。見学開始時刻は、10：00と14：00。職員によ
る案内で浄水過程を見学できます。

●水道局企画総務課 
082-511-6808

6月3日（日）、10日（日）、17日（日）、
24日（日） 親子で虫タッチ 東 昆虫館 ヘラクレスオオカブトムシやナナフシ、チョウの幼虫などとの触

れ合いができます。やさしい虫との触れ合いかたを伝授します。
●昆虫館
082-899-8964

6月10日（日） 里山あーと村 森と木工の日 安芸
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。
要申込。

●安芸区役所農林課
082-821-4946

7月14日（土）〜9月2日（日） こども昆虫相談会 東 昆虫館 夏休みの自由研究の相談をはじめ、昆虫について何でも聞いて
ください。

●昆虫館
082-899-8964

7月15日（日）、22日（日）、29日（日）、
8月5日（日）、12日（日）、19日（日）、26日（日） こんちゅう館1日館長 東 昆虫館

夏休みに「昆虫館1日館長」をしてくれる小学生を募集しま
す。6月1日（金）から募集。応募〆切：各実施日の10日前ま
で、各日3人程度

●昆虫館
082-899-8964

7月下旬
※油絵コースは8月

さえきアートキャンパス
2012

佐
伯

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21日（土） 講習会「夏休み自由研究の
ヒント」 東 昆虫館 昆虫を使った自由研究のヒントを紹介します。 ●昆虫館

082-899-8964

7月22日（日）予定 人形劇フェスティバル 中アポロホール 市内で活動する人形劇グループによる発表会 ●中央公民館
082-221-5943

7月22日（日） 里山あーと村
森の親子絵画教室

安
芸

里山あーと村
（安芸区阿戸町牛ケ谷）

親子を対象に、講師を迎えて屋外で絵画・工作教室を行いま
す。要申込。

●安芸区役所農林課
082-821-4946

7月25日（水）、27日（金） サマースクール 安
北 安佐動物公園 小学校4・5・6年生を対象とした動物飼育体験。事前申込制 ●安佐動物公園

082-838-1111

7月29日（日） こども邦楽教室 西 西区民文化センター
大広間

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

8月4日（土）、5日（日） 夏休みこども工作教室 西 西区民文化センター
ギャラリー

夏休み中の子どもを対象とした工作体験講座の開催 ●西区民文化センター
082-234-1960

8月24日（金） わくわくバックステージツアー 西 西区民文化センター
ホール

小学生の親子を対象とした、ホール施設・設備の見学や設備
操作体験会

●西区民文化センター
082-234-1960

   街並み散策・ウオーキング

4月14日（土） 9:50〜12:30 ひろしま通と歩く平清盛伝説 南 向洋駅南口(集合)
向洋地区

「ひろしま通」ボランティアグループと「向洋半島ほこり隊」が
同行し、平清盛と常盤御前の娘、天女姫を祀る疱瘡神社など、
天女姫伝説の地を紹介します。雨天決行。要申込、定員50名。
参加費300円。

●広島市都市活性化局観光
交流部観光課
082-504-2243

4月15日（日） JRふれあいウオーク福王寺 安北ＪＲ可部駅～福王寺
ＪＲ可部駅から、徒歩2．5時間で標高500ｍの福王寺を
目指す。春の大祭を楽しんだ後、新緑の中を帰途につく。
一人1,500円（昼食、保険代など）

●安佐北区役所区政振興課
082-819-3905

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）広島駅新幹線口広場
10：00集合

●東区役所区政振興課　　
082-568-7705

4月28日（土） 9:45〜15:00
南区魅力発見ガイドツアー
黄金伝説の地散策と半兵衛
庭園

南 柞木公園(集合)
仁保・本浦地区

黄金山山裾の北地区散策と半兵衛庭園、仁保嶋村(生活資料
館）などを訪ねます。雨天決行。要申込、4/1から受付開始、定員
30名。参加費1000円、弁当・携帯用FMラジオ持参。

●南区役所区政振興課
082-250-8935

5月19日（土） 新緑もえる！ 春の三滝散策 西 西区三滝地区 誓願寺、日渉園跡、親鸞聖人像跡、三瀧寺ほか 定員50人、
参加費500円（資料・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26日（土） 9:45〜15:00
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

南 比治山下（集合）
比治山周辺

広島の歴史、豊かな緑、芸術を訪ねて比治山を散策します。
雨天決行。要申込、5/1から受付開始、定員30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

6月23日（土） 9:45〜15:00
南区魅力発見ガイドツアー
河童猿猴伝説と第九伝説の
地めぐり

南 広島駅南口(集合)
猿猴橋周辺

河童猿猴伝説、第九伝説の地などをめぐり、第九伝説の舞台
「音楽茶房ムシカ」で緩急車雲助さんの講談を鑑賞します。
雨天決行。要申込、6/1から受付開始、定員30名。参加費
1000円、弁当・携帯用FMラジオ持参。

●南区役所区政振興課
082-250-8936

   山歩き・自然観察

4月8日（日） あきく魅力の山歩道
蓮華寺山ハイキング

安
芸

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14日（土）、8月4日（土）、
11月10日（土）、1月19日（土）

アシ原で遊ぼう学ぼう
in白島 中 白潮公園 アシ舟づくり、カヌー体験、アシ刈り体験、ミニとんどなど。 ●中央公民館

082-221-5943

4月22日（日）　9：30〜12：00 平和大通り樹木探索の
つどい 春編 中

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々を
巡り、樹木の特徴などを学びます。
定員：50人(先着順)、申込受付：4/1(日) ～

●竹屋公民館
082-241-8003

5月13日（日） あおぞら自然観察会 安
北 島根県益田市表匹見峡 植物公園・昆虫館と共催。広島からバスにて表匹見峡へ向かい

ます。詳細については、安佐動物公園まで。
●安佐動物公園
082-838-1111

6月9日（土） モリアオガエルの産卵観察会 安
北 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

4月7日（土） やってみよう！ 弓道 安
南

安佐南区スポーツセン
ター 弓道場

弓道の基本技術を学び、弓道の楽しさを体験します。 ●安佐南区スポーツセンター
082-848-2411

5月5日（祝） こどもの日イベント 安
南

安佐南区スポーツセン
ター 全諸室

小学生から高校生までの小人を対象に全施設無料開放とし、
卓球・バドミントン・ミニテニスに加え、体験コーナーとして
トランポリンや水泳補助具など家族で気軽に楽しめる
イベントを行います。

●安佐南区スポーツセンター
082-848-2411

6月16日（土）※予定 やってみよう！ アーチェリー 安南
安佐南区スポーツセン
ター 弓道場

アーチェリーの基本技術を学び、アーチェリーの楽しさを体験
します。

●安佐南区スポーツセンター
082-848-2411

5月3日（祝）〜5日（祝） 花電車の運行 中 市内線 花電車は、フラワーフェスティバルの開催に合わせ、来広される
方々への歓迎と祭りムードを盛り上げています。

●広島電鉄企画チーム
082-242-3551

5月3日（祝）、4日（祝） 第20回
オープンギャラリー

安
北ガラスの里 ガラス工芸、木工、陶芸、洋裁、染物などの展示、販売。 ●ガラスの里

082-818-0414

5月26日（土）、27日（日）
西区民音楽祭
おやじバンドフェスティバル
2012

西 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

6月1日（金）〜7月13日（金） 「ぼくとわたしのカブクワ
じまん」作品募集 東 昆虫館 カブトムシやクワガタムシをモチーフにした工作、図画などの作

品を募集し、昆虫館に展示、優秀作品を表彰します。
●昆虫館
082-899-8964

6月8日（金）〜6月24日（日） 企画展「平清盛の時代と
瀬戸内海」 南 郷土資料館 平氏政権と広島県との関わりや平家物語世界の拡がりなど

を、実物資料や写真・図などを通して紹介します。
●郷土資料館
082-253-6771

6月9日（土）〜7月8日（日） 中国新聞写生大会
入賞作品展

安
北 安佐動物公園 動物園の動物や園内風景を題材とした絵の入賞作品展 ●安佐動物公園

082-838-1111

6月15日（金）、7月21日(土） せとうちクラシックライブ
〜デュオリサイタル〜 西 西区民文化センター

ホール
ベテランと新進演奏家によるコンサート ●西区民文化センター

082-234-1960

6月21日（木） ひろしま横川祭 西 西区民文化センター
スタジオ

広島県出身の噺家による落語会 ●西区民文化センター
082-234-1960

6月下旬〜7月7日（土） 七夕電車の運行 中 市内線

七夕電車は、6月下旬から7月7日まで「おりひめ号」と「ひこぼ
し号」として市内を走ります。車内は、幼稚園児たちの願いがこ
もった短冊などで飾り付けられ、7月7日の七夕当日には、元安
川で幼稚園児による短冊流しを行います。（雨天中止）

●広島電鉄企画チーム
082-242-3551

7月7日（土）〜9月2日（日） 薔薇と光の画家
アンリ・ル・シダネル展 中 ひろしま美術館

薔薇と月夜を愛したフランスの画家、アンリ・ル・シダネル
（1862-1939）の日本初の回顧展。静謐さと温かさをあわせ
もつ独特の世界をご堪能ください。

●ひろしま美術館
082-223-2530

7月14日（土）〜9月2日（日） 夏の企画展示「世界の
カブト・クワガタ2012」 東 昆虫館 世界の生きたカブトムシ・クワガタムシ約60種類が大集合！ 触

れ合うこともできます。
●昆虫館
082-899-8964

7月20日（金）〜25日（水） 夏休み子ども企画展 中アステールプラザ
市民ギャラリー

おばけ屋敷と工作教室など ●アステールプラザ
082-244-8000

7月21日（土） こども劇場 西 西区民文化センター
大広間

幼児を対象とした人形劇鑑賞会（1日2回公演） ●西区民文化センター
082-234-1960

　体験・学習

4月1日（日） むしむしおりがみ教室 東 昆虫館 さまざまな昆虫折り紙に挑戦してください！職員がアドバイスし
ます！

●昆虫館
082-899-8964

毎週木曜・土曜・日曜
（変更の場合あり） プレーパーク 安

北
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7日（土） 解剖教室
〜獣医へ入門〜

安
北 安佐動物公園 キリンの骨を組み立てて、大きな体の秘密を探ろう。小学3年

生～6年生対象、先着30人
●安佐動物公園
082-838-1111

4月7日（土）、5月12日（土） 飼育室ご案内ツアー 東 昆虫館 昆虫館の裏側、昆虫を飼っている部屋をご案内します。当日受
付、各日30人×2回

●昆虫館
082-899-8964

4月8日（日）
雨天の場合は、
己斐公民館で行います。

第13回みんなのボン・バス
写生大会 西 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。

●己斐上公民館
082-274-7814
●己斐公民館
082-273-1765
●エイチ・ディー西広島㈱
082-507-3512

4月13日（金）、26日（木）、5月11日
（金）、24日（木）6月8日（金）、28日
（木）、7月13日（金）、26日（木）

えほんくらぶ 西 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14日（土）、5月12日（土）、6月9日
（土）、7月14日（土） おはなしキャンドル 西 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15日（日） 里山あーと村
合同歓迎会

安
芸

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最初の合同イベント。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。　要申込。

●安芸区役所農林課
082-821-4946

4月28日（土）、6月23日（土）、
7月28日（土） おはなし会 西 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29日（祝） 鹿角ストラップづくり 安
北 安佐動物公園 シカ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

4月30日（祝）、5月6日（日） 動物チャレンジゲーム 安
北 安佐動物公園 ジャンプや鳴き声など、動物の能力に挑戦するゲーム。優勝者

にはぬいぐるみなどをプレゼント
●安佐動物公園
082-838-1111

5月3日（祝）、4日（祝） ヒツジの毛刈りと
糸つむぎ教室

安
北 安佐動物公園

飼育係によるヒツジの毛刈り実演は10：30と13：30。糸つむ
ぎの体験は11：00、13：00、14：00（各回先着30人を9：00
から受付）

●安佐動物公園
082-838-1111

5月12日（土） カエルのための
田んぼづくり・田植え

安
北 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。小学生

以上先着30人を事前に受付
●安佐動物公園
082-838-1111

5月13日（日） 動物写生大会 安
北 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する。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20日（日） 里山あーと村
田植えと里山自然体験

安
芸

里山あーと村
（安芸区阿戸町牛ケ谷）

棚田での田植えや、さつまいもの植付けなどの農業体験を行い
ます。　要申込。

●安芸区役所農林課
082-821-4946

6月1日（金）〜6月7日（木）
7月21日（土）〜8月31日（金） 水道資料館毎日開館 東 広島市水道資料館

大正13年築、レンガ造りのポンプ室を改修した当館は、現存す
る被爆建物として登録され、館内外に歴史的資料を展示して
います。水道週間と夏休みは休まず開館します。

●水道局企画総務課
082-511-6808

6月2日（土）、6月3日（日） 歴史と科学にふれる
水道見学会 東 水道資料館・牛田浄水場

水道の歴史と浄水過程を職員がご案内します。また、実験
を通して科学的な視点から浄水過程をわかりやすくご説明。
事前申込みが必要。5月初旬頃、募集予定。

●水道局企画総務課
082-511-6808

 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24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。

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

※問合せ先欄に記載しています「広島市役所観光課」と各区役所「区政振興課」は、平成24年4月1日から組織改正により、「広島市役所観光政策部」と「地域起こし推進課」に名称が変わります。



　広島芸術センターは、広島在住の若手アーティストたちが立
ち上げた、アトリエとギャラリーを併設した施設です。「広島に
は芸術を学ぶ学校があるのに、拠点になるところがなく、やめ
てしまう人も多い。アーティストが自然に集まれるような場所をつ
くりたかった」と、代表の七搦綾乃さんは言います。
　まちに溶け込み、住む人の生活にしっくりとなじむような地域
密着型のアートの拠点をつくりたいと、いろいろな物件を探し、
吉島にある古いビルにめぐりあいました。近所の人が何気なく
立ち寄ってくれたり、親子で見に来てくれる人もいたり、温かく
見守ってもらっていると感じています。
　ゆったりと落ち着いて活動したいとの考えで、ギャラリーの展
示は月に２回程度。初日に必ずオープニングパーティを開き、展
示中は作家の人にもできるだけ会場にいてもらいます。ただ作
品を見るだけでなく、コミュニケーションを大切にしたいからで
す。取材の日は、東京出身で広島市立大学大学院で創作活
動をする土屋祐二さんの作品展。広島に来て感動したという
山をモチーフにした作品を、本人の解説で鑑賞できました。
　ふむふむの助成金を活用して年に４回、アトリエで子ども向
けの造形教室を開催しています。石膏や発泡スチロールなど
で作品をつくり、隣のギャラリーに飾って展覧会を開催。それを
きっかけに、学校帰りに寄ってくれる子どももいるそうです。「小
さい頃からアートが身近にあるような環境づくりに貢献できてる
ならうれしい。とにかくチャレンジしていきたい」と、副代表の楠
直明さんは思いを語ってくれました。

●広島芸術センター
http://geisen.exblog.jp/

Ｈ
ふ む ふ む

㎡ 助成支援団体のご紹介

平成24年3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「7月下旬発行予定」です。7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

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、学識経験者などで構成する
運営委員会が公開により審査・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、基金では多くの皆さま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.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

㎡

お待ちしてます！


