
牛田三学区（牛田・牛田新町・牛田早稲田）の、福祉・教育
の発展と、食、文化、スポーツ、買い物、有償ボランティアなどの
交流を通して、まちの絆を大切に温かい心をもったまちにする目
的で、平成24年11月に結成されたのが「牛田三学区活性化
フォーラム」です。
「近年、牛田地区に新たに住み始める人が増加。昔から住む
人と、新たに住む人の交流を図ることで、牛田の魅力を高めよう
と考えました。愛称は、牛（COW）と買うをもじって、かうちゃん
フォーラムです」と語るのは事務局の中村晃章さん。

地域の潤滑油のような存在に
活動は、大きく分けて三つ。一つ目は、空き店舗を利用して拠
点となるサロンを開設し、誰でも気軽に立ち寄れる場所をつくりま

した。また地域の有償ボランティ
ア（おたすけマン）会員に登録し
た人の、活動のマッチング等も
サポートしています。二つ目は、
牛田地区のさまざまなジャンルの
店舗で利用できる地域通貨（か
うちゃん券）の発行です。住民
が、地域通貨を利用して地元の

商店を利用することでの交流、
活性化を狙っています。そして
三つ目、最も力を入れて取り組
んでいるのが、３月に開催する
お祭り「牛田かうちゃんまつり」で
す。もともと牛田地区では、春は

公民館まつり、夏はほおずきまつり、秋は秋まつりが行われてい
ましたが、新たに冬のお祭りを生み出すことで、年間を通して地
域に根付いたお祭りがあることで魅力を感じてもらうのが狙いで
す。活動初年度から実施している「牛田かうちゃんまつり」は、毎
年テーマを変え趣向を凝らしたステージを展開。５回目を迎えた
平成29年は、約3,000人が参加して、にぎわったそうです。
「これからも、牛田地区はまだまだ住民が増える状況が予測さ
れる中で、世代を超えた交流を確立し、まちをさらに活性化して、
楽しく、明るく、面白く、住みよいまちづくりをしていきたいです。
かうちゃんフォーラムの活
動が、地域の潤滑油のよう
な存在に成長していくよう
に、取り組んでいきたいで
すね」と中村さんは、今後
について語ってくれました。

▶事務局　中村 晃章さん

牛田三学区活性化フォーラム
なかむら てるあき

アリスガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会

ひと・まち広島未来づくりファンドＨ㎡（ふむふむ）は、市民・企業・
行政等が力を合わせて、市民のまちづくり活動を長期にわたり支え
育てていくために設けられた基金です。私たちの住む広島のまちを
よりよくしていくために、できるだけ多くの皆さまからの寄付をお願い
します。

振 込 先

口座名義

広島銀行広島市役所支店／別段預金  No.3000017

公益信託広島市まちづくり活動支援基金寄付金受入口
専用の振込用紙をご使用いただければ、手数料はかかりません
（ただし、広島銀行の窓口からの振込に限ります）。広島銀行の振
込用紙を使用、または他の金融機関からの振込の場合、手数料は
自己負担となります。
※この公益信託への寄付に対して税の減免はございません。
※頂戴したご寄付は、毎月末日締めにて集計し、翌月の5日（休日
　の場合は翌営業日）に基金へ寄付させていただきます。

寄 付 お 願 いの

Ｈ㎡
ひと・まち

広島未来づくり
ファンド

ふむふむ

（公財）広島市文化財団では、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、学識経験
者などで構成する運営委員会が公開審査し、決定し
ます。
これまでの助成団体や助成額等については、（公財）
広島市文化財団ひと・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。

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

基金の愛称『Ｈ㎡(ふむふむ)』とは…【ひと（Hito） まち（Machi） 広島（Hiroshima） 
未来づくり（Miraizukuri）ファンド】の略で、頭文字（ＨＭＨＭ）をとって＂ふむふむ＂と
読みます。［ひと］と［まち］をつなぎ、［広島］の［未来］を創造するファンドで、みんなが
＂ふむふむ＂と納得しながら共感が広がっていくまちづくりをイメージしています。

Ｈ㎡ふむふむ

http://www.cf.city.hiroshima.jp/hitomachi/HP

▲ 牛田かうちゃんまつりの様子
 　（平成29年３月） ▲ほおずきまつりの様子

▲拠点となっているサロン

平成24年から毎年８月５日と６日に、平和を訴える影絵を創作
して広島平和記念公園内に展示しているのが、広島市内の大
学生７人を中心に高校生を加えたメンバーで構成される「影絵
ユースワークショップ」です。

身近な幸せを題材にした幻想的な影絵で平和を考える
「もともとは、平成17年に映画
美術監督の部谷京子さんと影絵
作家の浜崎ゆう子さんが中心と
なって始めた活動です。あたたか
な光で表現する影絵で、身近な
幸せを描き、見る人が平和につい
て考えるきっかけをつくることを目的にしています。毎年テーマを
変えて活動を続け、いったん平成23年に終了しましたが、翌平
成24年にそれまで参加してきた学生が主体となって、新たにス
タートさせました」と語るのは、現在代表を務める河濱萌子さん。
毎年５月頃からテーマを考え、それに沿った影絵の制作をス

タート。木枠にトレーシングペーパーをはめ込み、色とりどりのフィ
ルムや色紙、和紙を貼りつけ作成しています。「完成した作品は、
毎年８月５日と６日の２日間、元安橋東たもとに高さ２メートルの影
絵BOXに入れて展示。制作に関わった中高生がマイクを通して

説明します。英語での朗読も
行って、外国の方々にも見ても
らえるようにしています。特に
陽が落ちて暗くなってからは、
暗闇に影絵が浮かぶ光景は
圧巻です」。
その後は、制作に関わった

中高生が在籍する広島市内
の学校などで巡回展示を開催
し、より多くの人に見てもらえる
ように取り組んでいます。
また平成28年はオバマ前米
大統領が広島を訪問したことを受けて、被爆体験を継承してい
く大切さを改めて考えたことから、テーマを「つなぐ」にしました。
平成29年１月にはハワイのプナホウ学園（オバマ前米大統領の
母校）を訪れて、現地の生徒たちと影絵を作って親交を図った
そうです。「国内外の若者がつながることで、新しい何かが生
み出されていくような気がします。来年１月にも再びハワイを訪れ
て、交流を深める予定です。これからも学生が中心となって、こ
の影絵を通し平和を考える活動を続けることができれば」と河濱
さんは、今後について語ってくれました。

▶代表　河濱 萌子さん

影絵ユースワークショップ
かわはま もえ こ

▲ 影絵作品 ▲ 元安橋での影絵展示の様子

広島市中区新天地のアリス
ガーデンを舞台に、広島市内外か
ら訪れる来訪者が、安全・快適に
憩うことができるように、ライブス
テージとオープンカフェテリアを展
開。その中で、健全な若者の居
場所づくりをするとともに、都心部
の新しい魅力づくりと観光拠点の創出を図っているのが「アリス
ガーデンパフォーマンス広場事業実行委員会」です。
季節ごとに、にぎわいをつくり出すためにさまざまな取り組み

をしている実行委員会が、平成17年から毎年開催し、今年で13
回目を迎えた事業がINDIKETです。「INDIKETはINDIESと
MARKETを組み合わせた造語で、インディーズアーティストによ
るステージとマーケットがドッキングした、年に一度のインディーズ
の祭典です。さまざまなジャンルのアーティストがアリスガーデンに
集合、驚きに満ちた出会いの場になっています」とINDIKET総
合プロデューサーの石澤良一さん。

ジャンルを越えた出会いで、新たな文化を創出
毎年春から、音楽部門、パフォーマンス部門、アート部門の３
部門で参加者を募集。秋に開くイベントの当日はそれぞれの部

門ごとに分かれ、持ち時間の中でパフォーマンスを披露。また会
場内では直接作品を購入できる形にして、アーティストとオーディ
エンスとの距離がぐっと近くなるようにしています。「中四国最大
のインディーズアーティストの発掘イベントであると同時に、アー
ティスト同士がジャンルを超えてマッチングしたり、コラボレーション
を誘発することで、新たな表現方法が生まれたり、プロモーション
の可能性を広げることを狙っています」。
さらに平成29年は、このINDIKETのポストイベントとして10月
にIndikeTVを開催。９月に行われたINDIKET’17の参加者の
中から選抜されたアーティストが参加
し、実際に音楽プロモーターの目の前
でプレゼンテーションライブを披露する
機会にもなっています。「プロの世界
で活躍する音楽プロモーターの厳し
い目で実際に見てもらうことで、彼らに
とって勉強にもなるし、プロとして羽ば
たく可能性も広がる。独自の視点で新
たな文化発信にも繋がっていると思い
ます」と石澤さん。今後も、広島発新
たな文化発信のステージとして、この
INDIKETが続くことを願っています。

▶INDIKET総合プロデューサー　石澤 良一さん
いしざわ りょういち

▲ IndikeTVの様子

▲INDIKET’17の様子

http://www.indiket.net/

インディケット

マーケット

インディーズ

へ やきょうこ

はまさき こ

H㎡助成支援団体のご紹介
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日　時  平成 30 年 2月10日（土）
内　容  冬の大三角形やカノープスなど
の観察
定　員  15人
対　象  15 才以上（ただし、中学生を
除く）
申込方法  下記連絡先までお電話で郵
便番号、住所、電話番号、名前、性別、
年齢、未成年の場合は保護者名をお知
らせください。
申込受付期間  平成 30 年 1月4日（木）
～26日（金）
※ただし、定員に達した時点で締め切り
ます。
⑤第 2回三滝自然ワンダーランド
野鳥、植物、星空など三滝のもつ自然
の魅力を活動に活かし、日頃できないよ
うな自然体験活動を行い、思い出づくり
をしながら絆を深めます。
日　時  平成 30 年２月24日（土）～25
日（日）
内　容  野外炊飯、キャンプファイアなど
定　員  42人
対　象  小学校 3 年生～ 6 年生
※保険料・食費・薪代・資料代などの参
加費が必要となります。
申込方法  事業名、郵便番号、住所、
電話番号、名前、ふりがな、性別、年齢、
学校名、学年、保護者名を記入し、82
円切手を貼った返信用封筒（長形 3 号
で宛名を記入）を同封して下記申込先ま
で郵送してください。
申込受付期間  平成 30 年１月４日（木）
～１月16日（火）【必着】

※①～⑤共通項目
場　所  広島市三滝少年自然の家
申込・問合せ  広島市三滝少年自然の家
〒733-0802 広島市西区三滝本町一丁目
73 番地の 20
☎ 082-238-6301　5082-238-6302

家族 DEグルメキャンプ in 似島
似島産カキを使用したカキ打ち体験！
カキ料理作り！日本におけるバウムクーヘ
ン発祥の地似島でバウムクーヘン作り体験
も！家族みんなで似島グルメを満喫しよう！
※参加費、内容は一部変更なる可能性
があります。
日　時  平成 30 年 2月17日（土）午
後 2 時～18日（日）午後２時
内　容  カキ打ち体験、カキ料理作り、
みかんジャム作り、バウムクーヘン作り
体験

定　員  親子12 組（60人程度）
※応募者多数の場合は抽選
対　象  小・中学生とその家族
参加費  一人 3,000 円
申込方法  事業名、参加者全員の名前

（ふりがな）、住所、年齢（児童生徒は
学年も）、生年月日、電話番号、性別を
記入し、92 円切手を貼った返信用封筒
（長形３号、宛名記入）を同封して下記
申込先まで郵送してください。
申込締切  平成 30 年 1月 26日（金）
まで【必着】
開催場所  広島市似島臨海少年自然の家
申込・問合せ  広島市似島臨海少年自然
の家
〒734-0017 広島市南区似島町字東大谷
182 番地
☎ 082-259-2766　5082-259-2767

おうちCafé 講座～アレンジ珈琲
の楽しみ～
プロの直伝で、おうちでカフェオレな
どのおいしいアレンジ珈琲の作り方を習
いませんか。
日　時  平成 30 年１月25日（木）午後
7時～ 9 時
定　員  15人【先着順】
参加費  1,000 円
対　象  ⑴広島市内に在住もしくは通
勤の15歳から35歳までの働いている方
（求職中可）、⑵近隣市町に在住で広島
市外に通勤している15歳から35歳まで
の働いている方（求職中可）、⑶広島市
内に在住もしくは通学か、近隣市町在住
の18 歳以上の学生
申込方法  住所、年齢、勤め先（通学先）
が確認できるものを持って下記申込先ま
で来館、会員登録してお申込みください。
申込締切  平成 30 年 1月17日（水）
場　所  安佐勤労青少年ホーム
申込・問合せ  安佐勤労青少年ホーム
（広島市安佐南区大町東三丁目25番12号）
☎ 082-879-1512

ひがし区出会い・ふれあいフェス
ティバル
東区で活動する文化団体の多彩なス
テージや楽しいイベントが盛りだくさん。
ぜひご来場ください。
日　時  平成 30 年 2月17日（土）～
18日（日）※作品展示は 2月１0日（土）
～18日（日）
午前 10 時～午後 6 時（最終日は午後 4
時まで）
内　容  舞台発表（音楽やダンスなど
幅広いジャンル・年齢層の 60 団体）、作
品展（絵画、写真、手芸、陶芸など）、
遺跡展（東区を中心とした広島市内の
遺跡写真等）、地域情報コーナー、バ
ザー（うどん、いなり、もちつき、お菓子、
手作り手芸品など）、【17日のみ】地元
野菜直売、おはなし会（午前11時から）、
【18日のみ】本の交換市（午前 11時から）
※販売は売り切れ次第終了します。
場　所  広島市東区民文化センター（東
区東蟹屋町 10 番 31号）
問合せ  広島市東区民文化センター
☎ 082-264-5551
広島市二葉公民館
☎ 082-262-4430

第11回一年一善チャリティイベント
テーマは「素敵な笑顔」。みんなで素
敵な笑顔の輪を広げます。
日　時  平成 30 年 2月17日（土）午
前 11 時～午後 0 時 50 分・18日（日）
午後 0 時 50 分～ 4 時半
内　容  17日…芸能発表（フォークデュ
オ、シンガーソングライター）
18日…「昆虫を守る田んぼづくり（体験
談発表）」、「自然に優しい移動手段を考
える（パネル展示等）」、「広島市 8.20 豪
雨災害（広島市防災対策説明、パネル展
示）」、芸能発表（書道、神楽、ピアノ、
講演・落語）、募金活動など
場　所  17日…フジグラン緑井サンクン
ガーデン特設ステージ（安佐南区緑井1

シティカレッジ
大学などが持つ優れた研究・教育機

能を市民生活に活かすことを目的に、学
習機会を提供します。
会　場  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）
申込方法  ⑴電話またはファクスにより
①希望講座名または大学名②氏名（ふり
がな）③住所④連絡先（電話番号、ファ
クス番号）をご連絡ください。先着順に
より定員になり次第締め切ります。※全
回参加が前提です。※郵送（はがき等）
による受付は行っていません。⑵受付時
間：月～金（祝日を除く）午前 8 時半か
ら午後 5 時 15 分まで（来所の場合は午
前 9 時半から）。土曜日・日曜日・祝日
は閉所しています。⑶申込開始日までは
お受けできませんので、下記の表をご確
認ください。
申込・問合せ （公財）広島市文化財団
ひと・まちネットワーク部管理課事業係
〒730-0036 中区袋町６番 36号
☎ 082-541-5335　5082-541-5611

青少年センターからのお知らせ
① Ps フェスタ 2017
「文化なくして平和なし」を合言葉にし
た平和と文化のステージイベントです。音
楽やダンスパフォーマンスを通して、平
和への思いを発信します。
日　時  12月10日（日）午後 2時～5時
内　容  音楽演奏、ダンスパフォーマン
ス
場　所  旧日本銀行広島支店（中区袋
町 5 番 21号）

入場料  無料
共　催  Ｐｓフェスタ2017 実行委

②ヤングフェスタ 2018
子どもから大人まで世代を超えて楽し

めるまつり。若者のパワーを感じてくだ
さい。
ダンス、演劇、音楽、各種パフォーマ

ンスショーなど、小・中・高校生、大学
生から社会人まで、本気で魅せます！け
ん玉大会（中学生まで）、遊びのコーナー
や体験コーナーも充実！バザーコーナー、
お芝居も！
日　時  平成 30 年 3月10日（土）午
前 11時～午後 8 時半、11日（日）午前
10 時～午後 3 時半
場　所  広島市青少年センター（中区基
町）
参加費  無料※ただし、各ブースで材
料費等の実費負担が必要なものもあり
ます。

※①②共通項目
問合せ  広島市青少年センター
☎ 082-228-0447　5082-228-7074

三滝少年自然の家からのお知らせ
①三滝少年自然の家オープンデ―
クラフト体験やトランポリン体験、ピ

ザ作りなど宿泊利用者が行う活動を体験
したり、施設内を見学したりできます。
日　時  12月3日（日）午前 10 時～午
後３時

②三滝アドベンチャーランド
学校での野外活動や日常生活での経
験を活動に活かしながら、さらに知識野
や技術が必要となる活動を通して、三滝
の自然を探索し、生きる力や相手を思い
やる心を養います。
日　時  12月16日（土）～17日（日）
内　容  キャンドルファイア・登山など
定　員  42人
対　象  小学校 4 年生～中学校 3 年生
※保険料・食費・資料代などの参加費
が必要となります。
申込方法  事業名、郵便番号、住所、
電話番号、名前、ふりがな、性別、学校名、
学年、保護者名を記入し、82 円切手を
貼った返信用封筒（長形３号で宛名を記
入）を同封して下記申込先まで郵送して
ください。
申込受付期間  11月15日（水）～11月30
日（木）【必着】
③第 3回三滝自然ファミリーランド
三滝の魅力ある自然を活動に活かし、
野外での遊びや観察などを通して、自然
に親しみ、また、体験活動を通して個々
の家族の絆を深めるとともに他家族との
交流を図ります。
日　時  平成 30 年 1月 27日（土）～
28日（日）
内　容  野外炊飯・キャンドルファイア
など
定　員  16 家族
対　象  家族（小学生以上の子どもと
その保護者）
※保険料・食費・薪代・資料代などの参
加費が必要となります。
申込方法  事業名、郵便番号、住所、
電話番号、家族全員の名前とふりがな、
性別、年齢、児童生徒は学年を記入し、
82 円切手を貼った返信用封筒（長形３
号で宛名を記入）を同封して下記申込先
まで郵送してください。
申込受付期間  12 月１日（金）～12月
15日（金）【必着】
④冬の星空観察～冬のダイヤモンドを
見つけよう～
三滝の自然環境を活用し、専門講師を
招いて、自然体験活動についての知識・
理解を深めます。また、野外活動のプロ
グラムを体験しながら意欲関心を高める
ことができます。

近
畿
大
学
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学
部

講 座 名
音楽についてのエッセイを英語
で 読 も うⅡ：Susan Tomes, A 
Musician’s Alphabet

日 時
平成 30 年1/20、1/27、2/3

土曜（全 3 回） 14:00 ～17:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人40人

受 講 料 無料

申込開始日 12月1日

［シティカレッジ］

イベント

生涯学習

▲ダンスパフォーマンスの様子

▲バウムクーヘン作りの様子

▲舞台発表の様子

▲ヤングフェスタ2017の様子



受付期間

「プラザ主催事業のご案内」に
関する申込・お問合せは・・・

〒730-0036
広島市中区袋町6番36号
（合人社ウェンディひと・まちプラザ）
☎082-545-3911
5082-545-3838

広島市まちづくり市民交流プラザ

1413

NPOに関すること
合人社ウェンディひと・まちプラザ（まち
づくり市民交流プラザ）
☎ 082-545-3911　5082-545-3838
※芸術・文化に関すること
JMSアステールプラザ情報交流ラウンジ
☎ 082-244-8000　5082-247-8775
※スポーツ・レクリエーションに関すること
（公財）広島市スポーツ協会事務局
☎ 082-243-0578　5082-249-3641

楽し人（タノシビト）のための
あそびCafe
毎月第 3土曜日に気軽にお茶を飲み
ながら、相談員のみなさんに余暇を充実
させるお話を聞いたり、余暇についての
個別相談や「余暇診断シート」を使った
アドバイスを受けられます。
日　時  12月16日（土）、平成30年1月
20日（土）、2月17日（土）、3月17日（土）
いずれも午後 2 時～3 時半
※受付開始は午後１時半～
場　所  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）南棟
１階ロビー
相談員  広島県余暇プランナー協会会員

まちかどサロン ロビーコンサート
①歌とギターで贈るフォークでホット
な演奏会
「歌って弾いてホットなクラブ」による、
歌とフォークギターによるフォークソング
コンサートを開催します。
つい口ずさみたくなるような懐かしい
名曲の数々をお楽しみください♪
日　時  12月16日（土）午後１時～２時

②新春  三味線と箏コンサート
長唄三味線と箏で贈る日本の弦楽の
響きをお楽しみ下さい。
日　時  平成 30 年１月28日（日）午後
２時～３時

※①②共通項目
申　込  不要（入場無料）
場　所  合人社ウェンディひと・まちプラザ
（まちづくり市民交流プラザ）南棟１階ロビー

各種パソコン講座
エクセル、アクセスなど（全 3講座）
申込方法  往復はがき、ファクスまたは
メール（m-plaza@cf.city.hiroshima.jp）
で講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号（ファクスでお申込みの方はファ
クス番号）を記入のうえ申込期間内に合
人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづ
くり市民交流プラザ）へお申込みくださ
い。①③の講座は、託児があります。託
児（１歳半以上の未就学児）を希望の場
合は子どもの年齢を記入ください。
定　員  各講座 38人（申込多数の場合
は抽選）
場　所  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟
6階マルチメディア実習室

パソコンサロン
基本的なパソコン操作に自信のない方
を対象にパソコンを無料開放します。会
場には ICTボランティアがいますので、
わからないことがあれば気軽におたずね
ください。
日　時  原則、偶数月の日曜日
午後 1時半～ 4 時半
参加費  無料
申　込  不要
※パソコンの開放台数は 20 台
※パソコンの持込みはご遠慮ください。
場　所  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟
6階マルチメディア実習室

アート・ルネッサンス2018
アートの持つ力で真の社会の豊かさ・
幸せを生み出す活動を広く社会に投げか
けていくことを目的に開催する作品展で
す。障害のある人の芸術作品を公募し、
豊かさ・新鮮さ・しなやかさの3つの観
点で審査員による選考を行い、その中の
入選作品を展示します。
たくさんの方 と々協働でつくる「アート・
ルネッサンス2018」にぜひご来場ください。
日　時  2月10日（土）～18日（日）
場　所  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟
４階ギャラリー
入場料  無料

丁目5 番 2 号）
18日…広島市佐東公民館（安佐南区緑
井 6丁目29 番 25号）
問合せ  NPO 法人安芸七軒茶屋広島
が好きじゃけん組（石橋）
☎ 082-870-7777

ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金
誰でもボランティアとして参加できる

身近な国際協力活動です。寒い中です
が、世界の子どもたちのために街頭募
金活動に参加しませんか？
ハンド・イン・ハンド募金は、世界

150 以上の国と地域で、子どもたちの
命と健やかな成長を守るためにユニセフ
が実施している保健、栄養、水と衛生、
教育、保護等の事業を支える資金となり
ます。
対　象  どなたでも
日　時  広島地区：12月16日（土）午後
3 時～ 4 時／福山地区：12月10日（日）
午後 1時半～3 時
場　所  広島地区：福屋八丁堀店前、
広島そごう前、セブンイレブン本通り西
店前（予定）／福山地区：JR福山駅南
参加費  不要
申　込  ボランティア保険のための事前
申込みが必要です。名前・連絡先・年
齢を下記までお知らせください。
申込・問合せ  
広島県ユニセフ協会（髙田）
☎ 082-231-8855
MAIL  unicef-hiroshima_06@theia.
ocn.ne.jp

（公財）広島市文化財団
平成３０年度上期文化活動助成事業
市民の皆さんの自主的な文化活動の

促進を図るため、団体または個人の文化
活動の成果を発表する事業に要する経
費の一部を助成します。
対象団体  ①文化活動の場が主として
広島市内にあること②個人、または団体
の構成員及び、出演者・出品者の 5 割
以上が広島市内に居住または通勤・通
学していること③団体の所在地、また
は連絡先が広島市内にあること④目的、

組織、代表者等団体の運営に必要な事
項についての定めがあること⑤国、地方
公共団体および企業等が資本金、基本
金その他これらに準ずるものを出資した
法人でないこと⑥非営利団体であること
（講師が受講料を募り受講料・会費を徴
収する教室等は助成対象外）
対象となる事業  音楽、美術、演劇、
民俗芸能などの文化活動を行っている団
体または個人が行う日ごろの活動の成果
を発表する事業（出版物の発行は除く）
で次に掲げる要件に該当するもの①事
業が広島市内で開催され、広く市民に公
開されること②非営利の事業であること
③政治または宗教活動と関わりのない事
業であること
対象事業の実施期間  平成 30 年 4 月 1
日～ 9月30日
助成金額  助成の対象となる経費の2分
の1以内で1件の助成額が 20万円以内
応募方法  所定の申請書に必要事項を
ご記入のうえ、下記お問い合わせ先に
提出してください。
※詳細は下記ホームページをご覧ください。
受付期間  12月１日（金）～28日（木）
※受付時間 月～金（祝日を除く）の午
前 9 時～午後 5時
申込・問合せ  公益財団法人広島市文化
財団事業課
〒730-0812 広島市中区加古町4番17号
☎ 082-244-0750　5082-245-0246
URL  http://www.cf.city.hiroshima.
jp/bunka/

（公財）マツダ財団第34回市民活動
支援募集
マツダ財団では、次代を担う青少年が、

いろんなことに興味を持ち、多くの感動
を得ることのできる生活体験の機会の提
供や、地域社会づくりのための諸活動を
支援しています。
対象となる事業  青少年の健全な育成の
ための、民間の非営利活動。特に子ど
もたちの参画度の高い活動、創意工夫
を育てる活動、地域でのさまざまなささ
えあい活動、学校と地域が連携する活
動、次世代のリーダーを育てる活動、災
害復興支援活動を期待します。なお、青
少年の範囲は概ね 6歳～ 24 歳ですが、
「青少年を支援する方々の活動」も含み
ます。
募集地域  広島県、山口県
支援期間  平成 30 年 4月1日～平成

31年 3月31日の1年間
支援金額  1件当たり10万円～ 50万円

（総額 800万円）
応募方法  所定の申請書をマツダ財団
ホームページからダウンロードの上、必
要事項をご記入して、電子申請書を作成
し、下記申込み先まで、添付ファイルの
形式でメールにて送信してください。電
子申請が難しい場合は、申請書を郵送
してください。
※詳細は下記ホームページをご覧ください。
受付期間  平成30年１月12日（金）【必着】
申込・問合せ  公益財団法人マツダ財団
事務局
〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地３
－１ マツダ株式会社内
☎ 082-285-4611　5082-285-4612
URL  http://mzaidan.mazda.co.jp/
MAIL  mzaidan.sj@mazda.co.jp

「ひろしま情報 a- ネット」をご利
用ください
「ひろしま市民活動支援総合情報シス
テム（ひろしま情報 a-ネット）」は、生涯
学習、まちづくり・ボランティア・ＮＰＯ、
芸術・文化、スポーツ・レクリエーション
の分野における市民活動に関する情報を
掲載したウェブサイトです。
さまざまな活動に利用できる施設の情
報や、活動中の団体・サークル情報、気
軽に参加できる講座・研修やイベント情
報などを掲載しています。また、掲載す
る情報を随時募集していますので、「団体
活動をPRしたい」「イベントや研修会に
多くの人に来てほしい」「ボランティアを募
集したい」「地域で取り組んだボランティ
ア活動をみんなに知ってもらいたい」など、
さまざまな情報をお寄せください。
ぜひ「ひろしま情報 a- ネット」を皆さ
んの活動にお役立てください。
URL  http://www.a-net.
shimin.city.hiroshima.jp/
QRコードをご利用ください→
問合せ  
【「ひろしま情報 a-ネット」について】
広島市市民局市民活動推進課
☎ 082-504-2113　5082-504-2066
MAIL  katsudo@city.hiroshima.lg.jp

【掲載に関する問合せ】
※生涯学習・まちづくり・ボランティア・

講 座 名 ①エクセル2013入門・基礎編

日 時
平成30年1/7、1/14、1/21、1/28
日曜（全4回）13:30～15:30

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）

受付期間 11月1日～12月24日（必着）

講 座 名 ②はじめてのAccess

日 時
平成30年1/26、2/2、2/9、2/16、2/23、
3/2、3/9、3/16
金曜（全8回）19:00～21:00

対 象 Excelの基本操作を理解できている方

受 講 料 8,500円（テキスト代込み）

受付期間 12月1日～平成30年1月16日（必着）

講 座 名 ③エクセル2013実践

日 時
平成30年3/4、3/11、3/18、3/25
日曜（全4回）13:30～15:30

対 象 エクセルの基本操作ができる方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）

受付期間 平成30年1月15日～2月23日（必着）

［パソコン講座］

お知らせ

助 成

募 集

▲昨年度の様子

▲展示の様子



プラザ通信
まちづくり・生涯学習情報誌

自分らしく、

粋なくらし

「らしっく『情報の森』」に載せてほしい！という、イベントなどの記事を募集しています。
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。
下記、発行者までお送りください。[１月末日必着]

〒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

●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
http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/

●E-mail
m-plaza@cf.city.hiroshima.jp

合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ）

平成29年11月30日　発行者／公益財団法人広島市文化財団　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。

第12回まちづくり市民交流フェスタ開催報告
平成29年10月14日（土）、15日（日）の両日、合人社ウェンディひと・
まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）とその周辺を会場に、市民
団体やまちづくりボランティア人材バンク登録者合わせて約60組との
協働により「まちづくり市民交流フェスタ2017」を開催しました。天気
予報では両日とも雨でしたが、初日はなんとか降らず、２日間で延べ
5,326人の方にご来場いただきました。

南棟１階の特設ステージで
は、開会式の後「広島少年合
唱隊」の澄んだ歌声から始まり、
さまざまな音楽やダンス、伝統
芸能を楽しみました。屋外では
中華や無農薬野菜、餅つき体
験などの食品販売だけでなく、
紙芝居や各種パフォーマンス
も。館内では、各団体の活動
を紹介する展示のほか、工作
や実技、クイズなどの体験や
無料相談会、講演会などを開
催しました。さらに上映会・上
演会や演奏会、パソコン体験

など、プラザの施設を活かし
た催しもあり、子どもから大人
まで楽しめる２日間となりまし
た。
また、今年も学生ボランティ

ア団体が、広島経済大学、広
島修道大学、エリザベト音楽
大学、広島文教女子大学から
参加。このほか、当日の運営ボ
ランティアとしても多数の学生
の参加がありました。
この「まちづくり市民交流

フェスタ」は、広島市内近郊で
市民活動や生涯学習などに取
り組んでいる団体・グループの皆さんが、日頃の活動成果の発表や
活動の紹介、情報発信などをともに行い、参加団体同士や来場され
る皆さんとの交流を深め、活動の輪を広げていくことを目的に開催し
ています。今年度の「まちづくり市民交流フェスタ」は終了しました
が、来年４月以降、次回のフェスタに向けて動き始めます。詳細が決
まりましたらこの「らしっく」誌上でもお伝えしますので、ぜひご覧く
ださい。

合人社ウェンディ
ひと・まちプラザ

募集して
います！

▲展示・体験コーナーの様子

▲屋外テントの様子 ▲「ウォークラリーで景品も♪」▲南棟１階特設ステージ等の様子

本通交番

自然と共存し豊かに生きる
CLOSE UP

▶らしっくレポート ひろ記者が行く・比治山発! 世代を超えて体感する『クリエイティブ空間』
▶らしっくコラム・自然を守る市民科学の力 ▶ようこそ！公民館へ～中区内公民館～ ▶人材バンク 名人 宝人 達人
▶H㎡助成支援団体のご紹介 ▶情報の森 ▶プラザ通信

連載

私たちの暮らしを守り、恵みを与えてくれる森を育てる
NPO法人もりメイト倶楽部 Hiroshima

身近な自然、干潟で学び、伝える
広島干潟生物研究会

アシの循環サイクルを通して、地域交流や環境保全を促進
京橋川かいわいあしがるクラブ
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落穂号

おちぼ／刈り取った後の田
や畦・稲架の下に落ちてい
る穂のこと。一粒の米も無
駄にしないという思いから、
落穂拾いは大事な仕事で
あった。

広島市
青少年
センター




