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広島県
安芸太田

町
②

安芸太田町３中学校合
同文化祭

学年合唱・学校発表・芸術鑑賞・展示発表等を行います。 11月4日
戸河内ふれあいセン
ター

３中学校合同文化祭実行委
員会

無料 0826-28-2105

広島県
安芸太田

町
② 筒賀保・小合同文化祭 保育所・小学校の各発表，合唱等を行います。 11月17日 筒賀小学校体育館

保小合同文化祭実行委員
会

無料 0826-32-2513

広島県
安芸太田

町
① 筒賀駅伝大会 近郡市男子駅伝，郡女子筒賀駅伝を開催します。 10月20日

筒賀中学校グラウンド及
び周辺

筒賀中学校 無料 0826-32-2244

広島県
安芸太田

町
① あいさつ運動 地域住民等による朝のあいさつ運動を行います。 11月1日 町内各小中学校 安芸太田町教育委員会 無料 0826-22-1212

広島県
安芸太田

町
①

学校へ行こう週間啓発
活動

電光掲示板・のぼり旗・町内無線放送による啓発活動
11月1日～11月7

日
町内 安芸太田町教育委員会 無料 0826-22-1212

広島県
安芸高田

市
②，③

安芸高田市中学校合
同文化祭

市内６中学校の合唱・文化活動の発表 11月10日
安芸高田市民文化セン
ター（クリスタルアー
ジョ）

安芸高田市教育委員会 無料 0826-42-5628

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田子ども・若者
育成フォーラム 2012

市内小中高校生の意見発表、家庭教育講演会、アトラクション
（市内青少年の発表）

11月23日
安芸高田市民文化セン
ター（クリスタルアー
ジョ）

市ＰＴＡ連合会、青少年健全
育成市民会議、市子ども会
連合会

無料 0826-42-0054

広島県
安芸高田

市
③

広島交響楽団安芸高
田市演奏会

広島交響楽団演奏会を開催します。 11月11日
安芸高田市民文化セン
ター（クリスタルアー
ジョ）

(財)日本交響楽振興財団、
安芸高田市教育委員会

08267-42-5629

広島県
安芸高田

市
①

けんみん文化祭芸北
地区フェスティバル及
び第6回あきたかた市
民文化祭「舞台芸能の
祭典」

けんみん文化祭地区フェスティバル及び市民の舞台芸能成果
の発表を行います。

11月25日
安芸高田市民文化セン
ター（クリスタルアー
ジョ）

あきたかた市民文化祭実行
委員会

無料 0826-42-5629

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市立図書館
巡回展　匠の技★
しかけ絵本の世界

しかけ絵本の展示を行います。
10月2日～
12月中旬

安芸高田市内図書館６
館

安芸高田市立図書館 無料 0826-42-2421

広島県
安芸高田

市
①

中央図書館
絵本と紙芝居の
おはなし会

絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。
10月27日,
11月24日

安芸高田市中央図書館 中央図書館 無料 0826-42-2421

広島県
安芸高田

市
①

中央図書館
おひざにだっこの
おはなし会

０歳～４歳児への読み聞かせを行います。
10月18日,
11月15日

安芸高田市民文化セン
ター（クリスタルアー
ジョ）

中央図書館 無料 0826-42-2421

広島県
安芸高田

市
①

八千代図書館
おはなし会

絵本や紙芝居の読み聞かせ・
てあそび・折り紙等を行います。

10月20日,
11月17日

八千代人権福祉セン
ター　機能訓練室

八千代図書館 無料 0826-52-7500

広島県
安芸高田

市
③

安芸高田市高齢者大
学
三矢大学
たかみや福寿大学

10月講座
懐かしの映画上映会を開催します。

10月26日
安芸高田市民文化セン
ター（クリスタルアー
ジョ）

市民文化センター 無料 0826-42-2411

広島県
安芸高田

市
③

安芸高田市高齢者大
学
美土里大学

10月講座
安芸高田市・三次バスの旅を開催します。
（安芸高田市内及び三次市の博物館・美術館をめぐるバスの
旅）

10月24日
安芸高田市美土里生涯
学習センターまなび

生涯学習センターまなび 0826-59-2120

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市高齢者大
学
美土里大学

11月講座
「誰もが自分らしくいきいきした生活を送るためになにが必要
か」
講師　繁政　秀子さんの講演会を開催します。

11月22日
安芸高田市美土里生涯
学習センターまなび

生涯学習センターまなび 無料 0826-59-2120

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市高齢者大
学
甲田大学

10月講座
アロマテラピー教室を開催します。

11月14日
安芸高田市甲田文化セ
ンタ－ミューズ

甲田文化センターミューズ 無料 0826-45-4311

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市高齢者大
学
向原町寿大学

11月講座
介護予防講座「口から始める健口（けんこう）生活」を開催しま
す。

11月9日 安芸高田市向原公民館 向原公民館 無料 0826-46-3121

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市民セミナー
「ぐるっと半周安芸高
田」

芸備線と三江線を利用して市内を巡り、市内の名所、企業を訪
問します。

11月1日 安芸高田市内 高宮田園パラッツォ 0826-57-1803

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市民セミナー
「ガンバルーン体操」

ガンバルーン体操講座を開催します。 11月7日
安芸高田市八千代文化
施設フォルテ

八千代文化施設フォルテ 0826-52-2323

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市民セミナー
「スポーツ吹き矢教室」

スポーツ吹き矢教室を開催します。 11月21日
安芸高田市甲田文化セ
ンタ－ミューズ

甲田文化センターミューズ 0826-45-4311

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市民セミナー
「プロから学ぶ年末の
お掃除のコツ」

男性のための年末お掃除講座を開催します。 11月11日 安芸高田市向原公民館 向原公民館 0826-46-3121

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市民セミナー
「べんがらの町を歩く」

岡山県高梁市視察研修 10月19日 岡山県高梁市吹屋 向原公民館 0826-46-3121

広島県
安芸高田

市
①

安芸高田市民セミナー
ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰでﾐﾆ
ﾌﾞｰｹづくり

ブリザードフラワーによるミニブーケづくり教室を開催します。 10月28日 安芸高田市向原公民館 向原公民館 0826-46-3121

広島県
安芸高田

市
①

第35回土師ダム湖畔
マラソン大会

マラソン大会を開催します。 11月23日
安芸高田市土師ダム周
辺

八千代町湖畔祭実行委員
会

0826-52-2841

広島県
安芸高田

市
③

八千代の丘美術館企
画展「堀研展」

第5期入館作家であり、現広島市立大学芸術学部教授の堀氏
による油絵展を開催します。

9月7日～11月5日
八千代の丘美術館
TOKUBETU〈H〉企画展
示室

八千代の丘美術館 0826-52-3050

広島県
安芸高田

市
③

八千代の丘美術館
ワークショップ「いっしょ
に絵を描こう」

企画展作家によるワークショップを実施します。
現広島市立大学芸術教授直接指導による人物のクロッキ―な
ど。ギャラリートークあり。

10月21日
八千代の丘美術館
ギャラリー・研修室

八千代の丘美術館 0826-52-3050

広島県
安芸高田

市
③

平成24年度安芸高田
市歴史民俗博物館秋
期企画展「毛利元就を
めぐる女性たち－もう
ひとつの三矢の訓－」

毛利元就を支えた女性たちに焦点をあてた企画展示を開催し
ます。

11月2日～12月8
日

安芸高田市歴史民俗博
物館

安芸高田市教育委員会 0826-42-0070

広島県
安芸高田

市
③

平成24年度安芸高田
市歴史民俗博物館小
企画展「～世界的数学
史家～三上義夫展」

安芸高田市甲田町出身の和算史研究の大家「三上義夫」氏を
紹介した小展示を開催します。

8月1日～10月28
日

安芸高田市歴史民俗博
物館

安芸高田市教育委員会 0826-42-0070
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広島県
安芸高田
市（他２

市）
②,③

「みんなで作ろう　ひろ
しま自慢」発表大会

　県内の小中学生が，自分で調べた地域の自慢を，楽器演奏
や実演など自分たちで考えた方法で発表する大会です。
　食，人，自然，歴史，伝統芸能など…。いろいろな地域自慢
が飛び出します。

11月17日,24日
12月1日

安芸高田市田園パラッ
ツオ
三原市芸術文化セン
ター（ポポロ）
呉市広市民センター

広島県教育委員会 無料
広島県教育委員会
義務教育指導課
082-513-4976

広島県 江田島市 ③
第２７回ヒロシマＭＩＫＡ
Ｎ
マラソン大会

江田島市内外から誰もが参加でき，健康増進・陸上競技力の
向上等を目的に開催します。

10月21日
県立大柿高等学校グラ
ウンド及び周辺

ヒロシマＭＩＫＡ
Ｎマラソン大会
実行委員会

教育委員会
生涯学習課
0823-40-3037

広島県 江田島市 ①，③
平成24年度江田島市
文
化芸術フェスタ

市民の創作発表における自主性と創造性を発揮する場とし
て，第８回市美展と同時開催します。

10月27日,28日
江田島市農村環境改善
センター

江田島市教育
委員会・江田島
市美術展実行
委員会

無料
教育委員会
生涯学習課
0823-40-3037

広島県 江田島市 ③ 古本リサイクル市 除籍本のリサイクルを主事業とし，読書啓発を行います。 10月2日～31日 江田島図書館 江田島図書館 無料
江田島図書館
0823-42-1417

広島県 江田島市 ③
本をよむよむスタンプラ
リー

読書週間行事として読書啓発を行います。
10月27日～

11月9日
大柿公民館図書室

大柿公民館
図書室

無料
大柿公民館
0823-57-3009

広島県
大崎上島

町
③ 大崎上島町文化祭 作品の展示及び演芸発表会を行います。 10月27日,28日 町　内

大崎上島町文化祭実行委
員会

無料
社会教育課
0846-64-3055

広島県 大竹市 ①，③ 市民文化講演会 講演会 9月1日,10月17日 アゼリアホール 大竹市教育委員会
生涯学習課
0827-53-5800

広島県 大竹市 ③ ジュニアコンサート 音楽コンサート 10月27日 アゼリアホール
ジュニアコンサート実行委員
会

無料
生涯学習課
0827-53-5800

広島県 大竹市 ③ 大竹市文化祭 日本画，洋画，工芸，書などの展示
10月30日～

11月3日
ギャラリー大竹他 文化祭実行委員会 無料

生涯学習課
0827-53-5800

広島県 大竹市 ③ コーラスフェスティバル コーラス団体等による合唱 11月18日 アゼリアホール
コーラスフェスティバル実効
委員会

無料
生涯学習課
0827-53-5800

広島県 尾道市 ③ 文化の日協賛茶会
文化の日に耕三寺協賛でお茶会を開催します。野点席を設
け、玉露を召し上がって頂きます。

11月3日 広島支部 耕三寺
宮武　秀奉　0845-
27-0006

広島県 尾道市 ② 「健やかフェスタ」
①健康教育に関する講演、学校の実践発表をします。
②健康教育及び食教育に関する展示をします。

11月11日
尾道市総合福祉
センター

尾道市
教育委員会

無料

ed-
shidou@city.onomichi.
hiroshima.jp
0848－20－7454

広島県 尾道市 ②
学校選択制度に係る
オープンスクール・授
業公開

授業公開、自由参観等を行います。
※公開日は学校毎に設定しています。

10月11日～
11月11日

市内各小中学校
尾道市
教育委員会

無料

ed-
shidou@city.onomichi.
hiroshima.jp
0848－20－7474

広島県 尾道市 ②
尾道市小学校
音楽コンクール

全小学校が課題曲と自由曲の２曲を合唱し優秀校を選出しま
す。

10月24日,25日
しまなみ交流館
（テアトロシェルネ）

尾道市
教育委員会

無料

ed-
shidou@city.onomichi.
hiroshima.jp
0848－20－7454

広島県 尾道市 ②
尾道市中学校
音楽コンクール

全中学校が課題曲と自由曲の２曲を合唱し優秀校を選出しま
す。

11月5日
しまなみ交流館
（テアトロシェルネ）

尾道市
教育委員会

無料

ed-
shidou@city.onomichi.
hiroshima.jp
0848－20－7454

広島県 尾道市 ②
尾道市小中学校芸術
祭

各音楽コンクール優秀校による合唱を行いグランプリ校を選出
します。

11月8日
しまなみ交流館
（テアトロシェルネ）

尾道市
教育委員会

無料

ed-
shidou@city.onomichi.
hiroshima.jp
0848－20－7454
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広島県 尾道市 ②
おのみち
「心の元気ウィーク」

①道徳の時間の授業公開を行います。（全学級）
②児童生徒，教職員，保護者及び地域住民による地域貢献活
動を行います。

11月1日～7日
市内各小中学校及びそ
の周辺地域

尾道市
教育委員会

無料

ed-
shidou@city.onomichi.
hiroshima.jp
0848－20－7454

広島県 海田町 ① 公民館まつり
海田東公民館講座生による活動発表，作品展示，バザーなど
を行います。

10月20日,21日 海田東公民館 海田東公民館全体講座 無料
海田東公民館
082-823-2711

広島県 海田町 ③
クラシックコンサート
イン　カイタ

一流の音楽家による室内楽コンサートを行います。
(高校生以下無料とし，感動体験の場に）

10月24日 海田公民館
海田町教育委員会
生涯学習課

生涯学習課
082-823-9217

広島県 海田町 ①
第14回ふるさと再発見
ウォークラリー

町民を対象として，海田町内の様々な場所を利用したウォーク
ラリーを行います。

10月28日 海田東公民館一円
海田町教育委員会
生涯学習課

生涯学習課
082-823-9217

広島県 海田町 ③ ふれあいコンサート
小・中・高・一般の吹奏楽等音楽団体の合同演奏会を行いま
す。

11月18日 海田中学校 海田町音楽祭実行委員会 無料
海田町音楽祭実行委
員会事務局
082-823-9217

広島県 北広島町 ①
ともに千代田っ子を
育てる会

学校・地域・家庭のつながりを生かした子育てについて講演，
パネルディスカッションを実施します。

11月2日
広島北部農協
千代田支店講堂

千代田地域学校支援連絡
協議会

無料
生涯学習課
050-5812-1864

広島県 北広島町 ①
第27回学校と家庭と地
域を結ぶ教育の集い

今後の芸北教育の方向性について学校関係者の提言と講演
会を実施します。

11月1日 芸北文化ホール
学校と家庭と地域を結ぶ教
育の集い実行委員会

無料
芸北文化ホール
0826-35-0070

広島県 北広島町 ①
千代田ブロック連携教
育公開研究会

保･小･中･高の連携を通して確かな学力の定着と健やかな体
と心を育む指導方法の工夫改善を図る実践の一端を保護者・
地域の方に公開します。

10月30日
北広島町立千代田中学
校

千代田ブロック研究会 無料
八重東小学校
0826-72-2159

広島県 熊野町 ③
ひろしま平和発信コン
サート

広島交響楽団による弦楽四重奏コンサートを行います。 10月20日 熊野町民会館
ひろしま平和発信コンサート
実行委員会、広島県、熊野
町教育委員会

生涯学習課
082-820-5621

広島県 熊野町 ③
筆の都くまの町民文化
祭

芸能発表・作品展示・バザー・イベントなど予定しています。 10月20日～21日 熊野町民会館 町民文化祭実行委員会 無料 082-820-5621

広島県 呉市 ① 南薫造と昭和10年代
南教室の出身者も戦場に駆り出されました。戦時にあって美術
は何を問いかけたか。南薫造と昭和10年代を振り返ります。

11月4日 呉市立美術館
比治山大学・呉市立美術館
との連携講座

http://www.kure-
bi.jp/

http://www.hijiyama-
u.ac.jp/kouza/index.h

申込不要。（当日受
講申込みも可）
受講には特別展の入
館料（一般1000円）が
必要。

広島県 呉市 ②
「ひろしま教育の日」街
頭啓発活動

教育の日及び学校へ行こう週間のアピールのため，啓発ティッ
シュを配布します。

11月1日
市内ＪＲ各駅と呉中央桟
橋等

呉の子どもを守る会議 無料
呉市教育委員会　学
校安全課
0823-25-3641

広島県 呉市 ③ 音戸町秋の文化祭 総合展覧会 11月2日～5日 音戸公民館
音戸町文化
団体連合会

無料
音戸公民館
0823-51-3322

広島県 呉市 ①，③ 文化講演会 「平安のゴッドファーザー平清盛」の講演会 11月23日 音戸公民館
音戸公民館・
音戸町文化講演会実行委
員会

音戸公民館
0823-51-3322

広島県 呉市 ③ 川尻町文化祭 作品展示・お茶席 10月27日,28日 川尻公民館
川尻町文化
芸術連盟

無料
川尻公民館
0823-87-3311

広島県 呉市 ③ 下蒲刈町文化祭 文化講演会，お茶席，ふれあい広場，ステージ発表等 11月3日,4日
下蒲刈農村環境改善
センター

下蒲刈町文化協会 無料
下蒲刈公民館
0823-65-2027

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 呉市 ③ お宝BOOK交換会
お宝本（他の人にも読んでほしいと思う本）を持ち寄って交換し
ます。

11月5日～30日 郷原公民館 郷原公民館 無料
郷原公民館
0823-77-0005

広島県 呉市 ③ 第63回安浦町文化祭 市民の文化活動の発表（各種作品展示），芸能発表他 11月3日,4日
安浦公民館・安浦体育
館

安浦町文化団体連絡協議
会・安浦公民館他

無料
安浦公民館
0823-84-3636

広島県 呉市 ③ 映画鑑賞会 レイルウェイズ（人生は鉄道に乗った旅・感動作） 11月3日 安浦公民館 （公財）安浦生涯学習財団
（公財）安浦生涯学習
財団
0823-84-7987

広島県 呉市 ③ きらめき音楽館 １の並ぶ秋の日に，心にいちばん近い音楽を届けます。 11月11日 安浦公民館 安浦公民館 無料
安浦公民館
0823-84-3636

広島県 呉市 ③
吉浦地区文化祭
（秋・展示会）

盆栽，生け花，書道，水墨画，編み物等の展示 11月10日,11日 吉浦公民館 吉浦文化団体連絡協議会 無料
吉浦公民館
0823-31-7540

広島県 呉市 ③ 倉橋町文化祭り 創作活動の展示と芸能発表会 11月11日 倉橋体育館
倉橋公民館・
倉橋町文化団体連合会

無料
倉橋公民館
0823-53-0577

広島県 呉市 ③
第3回倉橋吹奏楽
フェスティバル

倉橋町近隣の中学校・高校を
招いての演奏会

11月18日 倉橋体育館
倉橋公民館・
倉橋町音楽委員会

無料
倉橋公民館
0823-53-0577

広島県 県内 ①，④
「あなたの保育所づくり
しませんか」キャンペー
ン

県内の公私立保育所が，期間中に地域の子育て家庭を対象
に，園庭開放や子育て相談，歯科講習会などを実施

11月1日～11月30
日

県内各保育所（広島市
内及び一部地域を除く）

広島県庁
健康福祉局
こども家庭課

無料
fukatei@pref.hiroshim
a.lg.jp
082-513-3174

広島県
県内13会

場
③

第36回広島県高等学
校総合文化祭

書道展，美術・工芸展，音楽祭，総合演劇大会，囲碁大会，将
棋大会，邦楽演奏会，放送文化コンクールなどを行います。

10月27日～
　12月8日

県内13会場 広島県教育委員会 無料
広島県教育委員会
高校教育指導課
082-513-4998

広島県 坂町 ② 第２９回坂町文化祭
　町内小・中学校の児童・生徒が町内団体と共に合奏等の発
表を行い、交流を図ります。

11月4日 坂町町民センター 坂町文化協会 082-820-1515

広島県 坂町 ①
第２２回広島ベイマラソ
ン大会

　フルマラソンの部・ハーフマラソンの部・ジョギング（５㎞）の部
があり、町内外誰でも参加できます。

11月18日
中国電力坂スポーツ施
設陸上競技場

広島ベイマラソン大会実行
委員会

082-820-1525

広島県 庄原市 ③

県立広島大学庄原キャ
ンパス
第23回大学祭「白楊
祭」

学生企画による多彩なイベントを開催。お笑いライブ，男女
装，ビンゴ大会など。

10月27日～28日
県立広島大学　庄原
キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学
庄原キャンパス

広島県 庄原市 ③
第23回広島県立農業
技術大学校「農大祭」

学生たちが育てた新鮮な農産物の直売，体験コーナーなど，
多彩なイベントを開催します。

11月10日,11月11
日

広島県立農業技術大学
校

広島県庁
農林水産局
農業技術課

無料 082-513-3559

広島県 庄原市 ①
第13回庄原こども
ミュージカル
『オズの魔法使い』

市民手づくりのこどもミュージカル団体によるミュージカル公演
を行います。

10月21日 庄原市民会館
庄原こどもミュージカル実行
委員会

０８２４－７３－１１８９

広島県 庄原市 ① おはなし会
おはなし会の開催。
ほんの読み語り、エプロンシアター・ストーリーテリングなどを
行います。

10月13日,
11月10日

庄原市田園文化セン
ター

おはなしのいずみ・庄原市
立図書館

無料 ０８２４－７３－１１５９

広島県 庄原市 ② しょうばら菊花展
市内の小学校児童が菊友会の指導を受けながら半年かけて
育てた菊を出展します。

11月１日～15日 庄原市民会館特設会場
しょうばら菊友会・庄原市教
育委員会

無料 ０８２４－７３－１１８８

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 庄原市 ③
第4回庄原市民俗芸能
大会

庄原市内で受け継がれた，指定文化財の民俗芸能が一堂に
会する公演を開催します。

11月18日 庄原市民会館
庄原市民俗芸能大会実行
委員会

０８２４－７３－１１８９

広島県 庄原市 ③
第100回広島県文化財
臨地研究会

天然記念物に関する講演会及び比和自然科学博物館の展示
説明を実施します。

10月28日 比和自然科学博物館 広島県文化財協会 ０８２４－７３－１１８９

広島県
神石高原

町
①

神石高原の幸せごは
ん 講演会

だれもが健康でいられるためのヒントをシニアソムリエに学び，
試食します。

10月19日 三和公民館
神石高原町食育推進ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ協議会

無料
まちづくり推進課
0847-89-3332

広島県
神石高原

町
① 三和駅伝競走大会 子どもから大人まで襷を繋ぎ走ります。 11月4日 神石高原町役場周辺

三和駅伝競走大会実行委
員会

無料
三和公民館
0847-89-3345

広島県
神石高原

町
① おはなしコンサート フルートなどの演奏と絵本のよみかたりを行います。 11月7日 どんぐり幼稚園ほか 神石高原町教育委員会 無料

生涯学習課
0847-82-2003

広島県
神石高原

町
③

帝釈峡遺跡群発掘調
査50周年記念シンポジ
ウム

調査成果を整理し，地域住民に還元するとともに，地域貢献に
つなげるため，今後の展望を語り合います。

11月10日 神石公民館
神石高原町教育委員会ほ
か

無料
生涯学習課
0847-82-2003

広島県 世羅町 ①
絵本の世界のクッキン
グ

ぐりとぐらのカステラをつくろう
絵本の読み語り

10月21日 せら文化センター 世羅町教育委員会
sera-
kyouiku@town.sera.hi
roshima.jp

広島県 世羅町 ③ 郷土愛護少年団

世良町内の古墳を巡ります。

世羅の古墳と祭器
～町内の古墳めぐり～

10月20日 大田庄歴史館ほか 世羅町教育委員会 無料
sera-
kyouiku@town.sera.hi
roshima.jp

広島県 世羅町 ③ 大田庄歴史館企画展
せらの考古学
古墳時代の須恵器と、須恵器が造られた当時の祭祀について
紹介します。

10月12日～11月
25日

大田庄歴史館 世羅町教育委員会 無料
sera-
kyouiku@town.sera.hi
roshima.jp

広島県 竹原市 ①,② 家族で学ぶ防災教室

3年生以上の小学生とその家族を対象として，防災対策につい
て楽しく体験し，学んでいただけるイベントを開催します。
・ 災害と避難についてのお話とクイズ
・ 紙食器や紙スリッパ作り，雨量計作りなど，防災対策の体験
・ 煙体験，消防資器材の見学と消防士によるお話

10月28日
竹原市ﾊﾞﾝﾌﾞｰ･ｼﾞｮｲ･ﾊｲ
ﾗﾝﾄﾞ体育館

広島県庁
危機管理監
危機管理課

無料

http://www.pref.hiros
hima.lg.jp/soshiki/4/
manabousai2012.html

広島県 竹原市 ②，③
第10回竹原市
子ども文化祭

児童による合唱・合奏等
教育活動の発表を行います。

10月27日 竹原市民館 竹原市教育委員会 無料 ０８４６－２２－７７５３

広島県 竹原市 ②，③ 小中学生図画，書道展 市内の小・中学生の作品を展示します。 11月６日～11日 たけはら美術館
竹原市，竹原市教育委員
会，竹原市文化団体連盟

無料 ０８４６－２２－３５５８

広島県 竹原市 ③ 竹原市総合文化祭 舞台発表・作品展示を行います。
10月27日～11月

11日
竹原市民館他

竹原市，竹原市芸術文化振
興協議会，竹原市文化団体
連盟

無料 ０８４６－２２－３５５８

広島県 竹原市 ③ 竹原市美術展 作品展示を行います。
10月30日～

11月３日
たけはら美術館

竹原市，竹原市教育委員
会，竹原市文化団体連盟

無料 ０８４６－２２－３５５８

広島県 竹原市 ③ 第２１回文庫まつり
絵本の読み語り，シルエットストーリー，エプロンシアター，絵
本の展示と貸出等を行います。

10月27日 竹原市福祉会館
市立竹原書院図書館，ブッ
クレストラン「たまてばこ」

無料 ０８４６－２２－０７７８

広島県 廿日市市 ①
心理学から見た人間の
表と裏

人間のさまざまな心の働きに関わる表の面と裏の面について
考えます。（県立広島大学・廿日市市連携公開講座）

11月12日(月)～26
日(月)

廿日市市中央市民セン
ター

県立広島大学
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 廿日市市 ①，④
心理学から見た人間の
表と裏

人間のさまざまな心の働きに関わる表の面と裏の面について
考えます。（県立広島大学・廿日市市連携公開講座）

11月12日～11月
26日

廿日市市中央市民セン
ター

広島県庁
環境県民局
学事課

県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 廿日市市
①，②，

③
ヤングフェスティバル青
少年夢☆計画’12

ステージ発表（コンサート、ダンスほか）、バザー、展示、各種
催し

10月28日
廿日市市中央市民セン
ター

廿日市市生涯学習推進本
部

無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課
0829-30-9203

広島県 廿日市市 ①，③ 2012子どもまつり
＜廿日市市生涯学習フェスティバル参加事業＞昔の遊び，バ
ザー

11月4日 廿日市市新宮中央公園
青少年育成廿日市市民会
議

無料
青少年育成廿日市市
民会議
0829-31-3222

広島県 廿日市市 ①，③ 佐伯地域文化祭
＜廿日市市生涯学習フェスティバル協賛事業＞作品展示，芸
能発表

(創作展)
11月10日,11日

(演芸発表,公演)
11月4日

廿日市市さいき文化セ
ンター

廿日市市文化協会佐伯支
部

無料
廿日市市文化協会佐
伯支部

広島県 廿日市市 ③
第50回佐伯地区神楽
共演大会

＜廿日市市生涯学習フェスティバル協賛事業＞佐伯地域の神
楽団による神楽の共演

11月3日 廿日市市立津田小学校 佐伯神楽連合会 無料
廿日市市教育委員会
文化スポーツ課
0829-30-9205

広島県 廿日市市 ①，③
第22回廿日市市生涯
学習フェスティバル

展示，体験，工作，バザー 11月3日,4日
廿日市市庁舎･文化
ホールほか

廿日市市生涯学習推進本
部

無料
廿日市市生涯学習推
進本部
0829-30-9203

広島県 廿日市市 ①，③
第61回おおの文化祭
「カラオケ大会・文芸講
評会他」

＜廿日市市生涯学習フェスティバル協賛事業＞作品展示，文
芸大会，第34回芸能祭，第23回カラオケ大会

11月4日
廿日市市大野市民セン
ター，廿日市市大野福
祉保健センター

廿日市市文化協会大野支
部

無料
廿日市市文化協会大
野支部

広島県 廿日市市 ①，③
第61回おおの文化祭
「芸能・展示の部」

＜廿日市市生涯学習フェスティバル協賛事業＞作品展示，文
芸大会，第34回芸能祭，第23回カラオケ大会

11月17日,18日
廿日市市大野市民セン
ター，廿日市市大野福
祉保健センター

廿日市市文化協会大野支
部

無料
廿日市市文化協会大
野支部

広島県 廿日市市 ①，③
第15回はつかいち市民
文化祭

＜廿日市市生涯学習フェスティバル参加事業＞ステージ発表 11月4日
はつかいち文化ホール
さくらぴあ

廿日市市文化協会 無料
廿日市市文化協会
0829-31-4311

広島県 廿日市市 ③
秋だ！はじゃけろ！大
野day！

綱引き・コンサート（コーラス・吹奏楽など）バザー・展示など 11月10日
大野市民センター
大野福祉保健センター
大野体育館

ベニマンサクの会 無料 ベニマンサクの会

広島県 廿日市市 ②，③ ＶＯＩＣＥ2012
＜廿日市市生涯学習フェスティバル参加事業＞小･中学生に
よる意見発表会

11月11日 大野福祉保健センター ＶＯＩＣＥ実行委員会 無料 ＶＯＩＣＥ実行委員会

広島県 廿日市市 ②，③
青少年による朗読劇
「じごくのそうべえ天国
編」

＜廿日市市生涯学習フェスティバル参加事業＞小･中学生に
よる意見発表会

11月11日 大野福祉保健センター
廿日市市子ども会育成連絡
協議会

無料
廿日市市子ども会育
成連絡協議会

広島県 廿日市市 ③
はつかいちみどりまつ
り

＜廿日市市生涯学習フェスティバル参加事業＞花の苗･苗木
の販売，工作，展示，相談

11月4日 廿日市市新宮中央公園
廿日市市造園緑化建設業
協会

無料

廿日市市建設部維持
管理課
0829-20-0001
（内1567）

広島県 廿日市市 ①，③
宮内市民センターまつ
り

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

11月11日
廿日市市宮内市民セン
ター

宮内市民センター 無料
宮内市民センター
0829-39-6011

広島県 廿日市市 ①，③
中央市民センターまつ
り

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

10月20日,21日
廿日市市中央市民セン
ター

中央市民センター 無料
中央市民センター
0829-20-1266

広島県 廿日市市 ①，③
阿品市民センターまつ
り

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

10月20日
廿日市市阿品市民セン
ター

阿品市民センター 無料
阿品市民センター
0829-36-3630

広島県 廿日市市 ①，③
佐方市民センターまつ
り

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

10月27日,28日
廿日市市佐方市民セン
ター

佐方市民センター 無料
佐方市民センター
0829-32-5049
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 廿日市市 ①，③
串戸市民センターまつ
り

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

10月27日,28日
廿日市市串戸市民セン
ター

串戸市民センター 無料
串戸市民センター
0829-32-2096

広島県 廿日市市 ①，③
原市民センターまつり
（はら和く輪くまつり）

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

10月28日
廿日市市原市民セン
ター

原市民センター 無料
原市民センター0829-
39-0227

広島県 廿日市市 ①，③
宮園市民センターまつ
り

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

10月20日,21日
廿日市市宮園市民セン
ター

宮園市民センター 無料
宮園市民センター
0829-39-1699

広島県 廿日市市 ③ 宮島芸能祭 ＜廿日市市生涯学習フェスティバル協賛事業＞芸能発表 10月27日 廿日市市立宮島幼稚園 宮島芸能祭実行委員会 無料
宮島市民センター
0829-44-2005

広島県 廿日市市 ①，③
地御前市民センターま
つり

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

11月10日,11日
廿日市市地御前市民セ
ンター

地御前市民センター 無料
地御前市民センター
0829-36-2360

広島県 廿日市市 ①，③
阿品台市民センターま
つり

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

11月17日,18日
廿日市市阿品台市民セ
ンター

阿品台市民センター 無料
阿品台市民センター
0829-39-4338

広島県 廿日市市 ①，③
大野西市民センターま
つり

市民センター学習グループによる学習成果発表・展示，バザー
など

11月24日,25日
廿日市市大野西市民セ
ンター

大野西市民センター 無料
大野西市民センター
0829-55-2017

広島県 廿日市市 ③ 図書館まつり ストーリーテリング、人形劇 11月3日
文化ホールさくらぴあ
リハーサル室

はつかいち市民図書館 無料
http://www.hiroshima
-hatsukaichi-
lib.jp/docshp/

広島県 廿日市市 ①，③ 子どもと本の講座 おはなし会ボランティアスキルアップ講座 11月2日,9日,16日 市役所7階会議室 はつかいち市民図書館 無料
http://www.hiroshima
-hatsukaichi-
lib.jp/docshp/

広島県 廿日市市 ③
秋のおはなし会スペ
シャル

大型紙芝居や絵本の読み聞かせなど定例おはなし会の後、わ
らべうたで遊ぶ。

11月10日 さいき文化ホール
はつかいち市民さいき図書
館

無料
http://www.hiroshima
-hatsukaichi-
lib.jp/docshp/

広島県 廿日市市 ③
サイエンスショーとワー
クショップ

サイエンスショーとおはなし会 11月24日
はつかいち市民大野図
書館　大研修室

はつかいち市民大野図書館 無料
http://www.hiroshima
-hatsukaichi-
lib.jp/docshp/

広島県 東広島市 ③
近畿大学工学部
「うめの辺祭」

大学祭を通じて日頃のクラブ活動の成果を発表するとともに、
地域との交流をより一層深めていく。

10月27, 28日 近畿大学工学部
近畿大学工学部学園祭実
行委員会

無料
近畿大学工学部学生
支援課
082-434-7000

広島県 東広島市 ③
第６１回広島大学大学
祭

学生による、①ステージ企画（芸能人によるライブショー、ダン
スショー等）、②模擬店企画（模擬店、フリーマーケット）、③屋
内外企画、④花火などの各種企画により、大学祭が地域と本
学の架け橋となり、地域の活性化に貢献します。

11月3日～4日
広島大学
東広島キャンパス

広島大学 無料
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/index-j.html

広島県 東広島市 ④ 研究室公開

本研究科の量子物質科学専攻、分子生命機能科学専攻及び
半導体集積科学専攻の各専攻の研究室を公開するとととも
に、パネル展示を行い、各研究室の担当者が説明を行いま
す。

11月3日
広島大学
大学院先端物質科学研
究科

広島大学 無料
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/adsm/

広島県 東広島市 ③
世界とふれあう語学カ
フェ

本研究科に在籍する留学生が日常生活の母国語や生活・文
化を照会します。留学生の母国のお菓子やお茶も提供しま
す。同窓生だけでなく一般市民の参加も可能です。

11月3日
広島大学文学研究科
B153講義室

広島大学 無料
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/bungaku/
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広島県 東広島市 ③
第６回広島大学ホーム
カミングデー

卒業生や元教職員などを招待して歓待し、オープニングセレモ
ニー、学術・文化講演、学部・研究科企画、連携市町による物
産展、学生企画、懇親会（交流会）などを展開し、市民の方々
にも参加いただき、大いに交流・情報交換していただく事業とし
て広島大学校友会と共催しています。

11月3日
広島大学東広島キャン
パス（東広島市）等

広島大学 無料
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/koyukai/

参加者数把握のた
め、9月上旬～10月
上旬に申込期間を設
けますが、当日参加
も可能です。

広島県 東広島市 ④

広島大学理学部・大学
院理学研究科公開「現
代科学をあなたの目
で！」

中学生・高校生科学シンポジウムをはじめとして、体験コー
ナーや演示実験、施設公開など、身近な理学が体験できま
す。

11月3日 広島大学理学部 広島大学 無料
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/sci/

事前申込不要（ただし
シンポジウム発表者
は事前申込が必要）

広島県 東広島市 ④

特別支援教育学講座
研究成果公開
　「学び、働くための自
信を育む」

本企画では、特別支援教育学講座教員が開発したソフトや、
支援・展開してきた下記事業等の紹介を行います。
１．視機能評価を容易に実施できる「日用視力測定ツール」の
紹介とiPad体験会
２．広島大学の障害者雇用システム（法人本部との共催）
３．広島県教育委員会と連携して実施している「特別支援学校
技能検定」

11月3日
広島大学教育学部
L107、L108、L109講義
室

広島大学 無料

http://home.hiroshim
a-
u.ac.jp/ujima/src/ind
ex_j.html

http://www.pref.hiros
hima.lg.jp/site/kyouik
u/tokubetsu.html

広島県 東広島市 ③

オペラ「ヘンゼルとグ
レーテル」公演（広島大
学ホームカミングデー
協賛）

学生と教員が、年間を通して取り組んでいるオペラの上演を行
い、平素の研究の成果を発表します。

11月3日
広島大学教育学部音楽
文化系コース、音楽棟Ｆ
１０１演奏室

広島大学 無料
Tel:082-424-6825
　　082-424-6834

広島県 東広島市 ④
東広島天文台・高校生
観測実習

広島大学宇宙科学センターが主催して、同大学付属東広島天
文台の観測設備を用いて、高校生対象の天体観測実習を行
います。大学近隣の高校生20名程度を一般募集します。

11月17, 18日
広島大学
東広島天文台

広島大学
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/hasc/

広島県 東広島市 ③
広島大学生物生産学
部公開＆農場祭

各コース・農場で企画（花の苗プレゼント・ミニ動物園・日本在
来鶏の紹介・農場見学ツアーなど予定、変更有り）などを行
い、一般の方に体験、学習していただきます。

11月4日
広島大学生物生産学部
及び農場

広島大学生物生産学部 無料 Tel　082-424-7903

広島県 東広島市 ②

第３２回東広島市小学
校陸上記録会（兼）
第３８回東広島市小学
校高学年陸上競技大
会

東広島市小学校高学年を対象とした陸上記録会及び陸上競
技会

10月20日
アクアパーク（東広島運
動公園）陸上競技場

東広島市教育委員会・東広
島市陸上競技協会・東広島
市小学校校長会

無料
学校教育部指導課
082-420-0976

広島県 東広島市 ②
平成２４年度
東広島市中学校音楽
会

東広島市内中学校生徒出演
による音楽会

11月8日
東広島市中央
生涯学習センター

東広島市教育委員会 無料
学校教育部指導課
082-420-0976

広島県 東広島市 ②
平成２４年度
東広島市小学校音楽
会

東広島市内小学校児童出演
による音楽会

11月13日
東広島市中央
生涯学習センター

東広島市教育委員会 無料
学校教育部指導課
082-420-0976

広島県 東広島市 ①，③
東広島市チャレンジラ
ンキング2012

子どもから大人まで楽しくチャレンジできる体験活動を開催し
ます。

11月3日
アクアパーク（東広島運
動公園）

青少年育成東広島市民会
議、東広島市教育委員会

無料
青少年育成課
082-420-0929
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広島県 東広島市 ②，③
ＨＩＧＡＳＨＩＨＩＲＯＳＨＩＭ
Ａヤングメッセージ2012

市内の中学生及び青少年等による意見発表会を実施します。 11月11日
東広島市民文化セン
ター・アザレアホール

青少年育成東広島市民会
議、東広島市防犯連合会、
東広島市教育委員会

無料
青少年育成課
082-420-0929

広島県 東広島市 ①，③
第２２回東広島市
生涯学習フェスティバ
ル

学習活動への参加と成果の発表、交流を促進する生涯学習イ
ベント

11月3日,4日
アクアパーク
（東広島運動公園）

第２２回
東広島市
生涯学習
フェスティバル
実行委員会

無料
生涯学習課
082-420-0979

広島県 東広島市 ①，④ ひと・まち発見講座
広島国際大学の協力により、ボランティアのあり方について講
義を行います。

10月13日,20日,
11月17日,

12月1日,15日,22
日,

1月12日,
2月2日

広島国際大学ほか
東広島市
教育委員会

生涯学習課
082-420-0979

広島県 東広島市 ①，④ 東広島学
近畿大学の協力により、東広島市の歴史や福祉などをテーマ
として講座を行います。

10月3日,10日,17
日,21日,24日,31

日,
11月7日,14日,21

日,24日,
12月8日,12日

近畿大学工学部ほか
東広島市
教育委員会

生涯学習課
082-420-0979

広島県 東広島市 ①
50代から始めるやさし
いパソコン教室

パソコン初心者を対象としたワード、エクセル教室
10月13日,27日
（4月から実施）

東広島市豊栄情報プラ
ザ

東広島市教育委員会
豊栄分室地域教育課
082-432-4140

広島県 東広島市 ①，③
サタデー外デー
　　　　　遊ぼうＤＡＹ

子供と一緒に昔遊びを体験し「あそび」を日常生活に取り戻す
きっかけを図ります。

11月17日 板城小学校
東広島市教育委員会

無料 082-420-0978

広島県 東広島市 ③
第25回記念東広島市
美術展
(前期展・後期展）

市民から公募した作品を前期・後期に分けて展示します。
前期：絵画・彫刻・デザイン
後期：書・工芸・写真

（前期）
10月27日～11月

11日
（後期）

11月17日～12月2
日

東広島市立美術館
東広島市
教育委員会

文化課
082-420-0977

広島県 東広島市 ①，④
中央生涯学習センター
（後期）講座

生涯学習の機会を提供し、生涯学習のまちづくりに寄与する講
座を11講座開講します。

10月～平成24年1
月

東広島市中央生涯学習
センター

東広島市中央生涯学習セン
ター

中央生涯学習セン
ター

広島県 東広島市 ③
親子ふれあいコンサー
ト

親子で一緒に、吹奏楽の演奏を聞き楽しみます。 11月11日
東広島市中央生涯学習
センター　大ホール

東広島市中央生涯学習セン
ター

無料
中央生涯学習セン
ター

広島県 東広島市 ③ おはなしフェスタ
東広島ゆるやかネットワークが、展示やおはなし会など日ごろ
の成果の発表を行います。

10月21日 東広島市立中央図書館 中央図書館 無料 082-422-9449

広島県 東広島市 ①，③
生涯学習フェスティバ
ル関連事業「図書館を
楽しもう！」

ブック交換市、移動図書館での貸出、映画会、特別行事などを
行い、図書館に親しんでもらいます。

11月3日,4日 東広島市立中央図書館 中央図書館 無料 082-422-9449

広島県 東広島市 ①，③
生涯学習フェスティバ
ル関連事業「わらべう
たであそぼ！」

わらべうた遊びを通して人とのぬくもりに触れ、日本古来の文
化を肌で感じとるとともに、文化を大切にする心を育てます。

11月3日 東広島市立中央図書館 中央図書館 無料 082-422-9449

広島県 東広島市 ③ おはなし会 読み聞かせ、ストーリーテリング等
10月10日,27日,
11月14日,24日

東広島市立サンスクエ
ア児童青少年図書館

サンスクエア児童青少年図
書館

無料 082-424-3899

広島県 東広島市 ③
うさこちゃんくらぶの
おひざにだっこの
おはなしかい

幼児向け絵本の読み聞かせや、
手遊びなど

10月16日,
11月13日

東広島市立黒瀬図書館 黒瀬図書館 無料 0823-82-1101

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 東広島市 ③
なずな文庫の
おはなし会

絵本の読み聞かせと、
ストーリーテリング

10月13日,
11月10日

東広島市立黒瀬図書館 黒瀬図書館 無料 0823-82-1101

広島県 東広島市 ③ もしもしエプロン
本の紹介・相談
読み聞かせなど

10月14日,28日,
11月11日,25日

東広島市立黒瀬図書館 黒瀬図書館 無料 0823-82-1101

広島県 東広島市 ③ ロビーコンサート クラシック・童謡等の演奏
10月20日,
11月17日

東広島市立黒瀬図書館 黒瀬図書館 無料 0823-82-1101

広島県 東広島市 ③
ピーターパンクラブの
おはなし会

絵本の読み聞かせと
工作

10月27日,
11月24日

東広島市立黒瀬図書館 黒瀬図書館 無料 0823-82-1101

広島県 東広島市 ③ おはなしのとびら
ひらけごま

ストーリーテリングのおはなし会 11月3日
東広島市立黒瀬図書館 黒瀬図書館 無料 0823-82-1101

広島県 東広島市 ③ 本のリサイクル市
本のリサイクル市（家庭で不要になった本を持ち寄り、希望者
に持ち帰ってもらう）

11月3日,4日 東広島市立黒瀬図書館 黒瀬図書館 無料 0823-82-1101

広島県 東広島市 ③ 黒瀬ふれあい寄席 落語の公演 11月10日 東広島市立黒瀬図書館 黒瀬図書館 無料 0823-82-1101

広島県 東広島市 ③ トマトさんの人形劇 人形劇 11月11日
東広島市豊栄生涯学習
センター

豊栄図書館 無料 082-432-2075

広島県 東広島市 ③
ポテトさんの英語
のおはなし会

英語原書の読みきかせ
手あそびなど

10月6日,
11月3日

東広島市立河内こども
図書館

河内こども
図書館

無料 082-437-1711

広島県 東広島市 ③ おはなし会 絵本の読みきかせなど
10月13日,27日,
11月10日,24日

東広島市立河内こども
図書館

河内こども
図書館

無料 082-437-1711

広島県 東広島市 ③ 絵本のへや 絵本の読みきかせなど
10月20日,
11月17日

東広島市立河内こども
図書館

河内こども
図書館

無料 082-437-1711

広島県 東広島市 ③ 河内ふれあい寄席 落語の公演 11月10（土） 河内地域センター
河内こども
図書館

無料 082-437-1711

広島県 東広島市 ③ えほんの会 絵本の読み語り、紙芝居など(対象は幼児～一般)
10月20日,
11月17日

東広島市安芸津生涯学
習センター

安芸津図書館 無料 0846-45-2335

広島県 広島県 ③

秋の特別企画展
「中国山地の原始・古
代
－その時，山は輝いて
いた－」

最新の発掘調査成果を中心に，中国山地を代表する資料も併
せて展示し，中国山地の原始・古代の文化を紹介します。
（11月3日は入館料無料）

9月14日～
　11月４日

県立歴史民俗資料館
県立歴史民俗資料館学芸
課

URL:http://www.man
abi.pref.hiroshima.lg.jp
/rekimin/

0824-66-2881

広島県 広島市 ①
第26回広島市青少年
健全育成市民大会

表彰・事例発表・講演会ほか 11月17日 広島市青少年センター

広島市青少年健全育成事
業実行委員会(広島市、広
島市教育委員会、広島市青
少年健全育成連絡協議会)

無料
広島市教育委員会青
少年育成部育成課
  082-242-2013

広島県 広島市 ①③ Ps Festa
「平和」をテーマに、様々な文化活動をしている青年によるア
ピールを行う。音楽、ダンスほかステージパフォーマンス、写真
などを予定。

11月11日
アリスガーデン（広島市
中区）

財団法人広島市未来都市
創造財団広島市青少年セン
ター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/y-center/

広島県 広島市 ①
第２回三滝自然ファミ
リーランド

秋の野山散策、野外炊飯、クラフト、キャンプファイアなど 10月27, 28日
広島市三滝少年自然の
家・広島市グリーンス
ポーツセンター

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市三滝少年
自然の家

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/mitaki-c/

広島県 広島市 ①
集まれ！みたきキッズ
ランド

野外炊飯、クラフト、オリエンテーリングなど 11月17, 18日
広島市三滝少年自然の
家・広島市グリーンス
ポーツセンター

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市三滝少年
自然の家

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/mitaki-c/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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広島県 広島市 ①
にのしまこどもチャレン
ジ隊

アドベンチャー登山、プールカヌー、海カヌー、ローボート漕艇
10月20, 21日, 11

月17, 18日
広島市似島臨海少年自
然の家

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市似島臨海
少年自然の家

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/rinkai/

広島県 広島市 ①
家族初心者投げ釣り大
会（秋）

投げ釣り講習会、投げ釣り大会、コンテストなど 10月30日
広島市似島臨海少年自
然の家

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市似島臨海
少年自然の家

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/rinkai/

広島県 広島市 ①
平成24年度広島市立
大学広島平和研究所
連続市民講座（後期）

「沖縄近現代史における平和の模索（仮）」をテーマに、5回に
わたって講義します。

10月19, 26日, 11
月2, 9, 16日

広島市まちづくり市民交
流プラザ 北棟6階 マル
チメディアスタジオ

広島市立大学広島平和研
究所

無料

http://www.hiroshima
-
cu.ac.jp/modules/pea
ce_j/category0005.ht
ml

事前申込必要

広島県 広島市 ④
展示ホールの無料開
放

大人・小人の観覧料無料 11月3日 健康科学館
広島市健康づくりセンター
健康科学館

無料
kenkan@kenkou.city.h
iroshima.jp

広島県 広島市 ④
企画展｢カラダがよろこ
ぶ　音楽のチ♪カ♪ラ
♪｣

音楽は心のサプリメント
10月27日～平成

25年2月17日
健康科学館

広島市健康づくりセンター
健康科学館

kenkan@kenkou.city.h
iroshima.jp

広島県 広島市 ①
シンポジウム「平和都
市広島の景観のあり方
（仮題）」

平和都市広島をより魅力的なまちにしていくための景観づくり
の手法について、理解を深めていただくシンポジウムを開催し
ます。

10月27日
広島平和記念資料館メ
モリアルホール

広島市 無料
都市整備局
都市計画課
(082)504-2277

広島県 広島市 ① 施設の入園無料
11月3日は、無料で入園していただけます。
また、「安佐動物公園 動物画コンクール入賞作品展」を開催し
ています。

11月3日 広島市安佐動物公園
公益財団法人広島市みどり
生きもの協会

無料 http://www.asazoo.jp

●駐車場を利用する
場合は、別途駐車料
金が必要です。
●「安佐動物公園 動
物画コンクール入賞
作品展」は、11月25
日まで開催していま
す。

広島県 広島市 ① 施設の無料開放

11月3日は、無料で入園していただけます。
また、開園日を記念して、球根のプレゼント（先着1,000人）やオ
リエンテーリング、園芸講習会、草笛演奏会、コンサートなどを
行います。

11月3日 広島市植物公園
公益財団法人広島市みどり
生きもの協会

無料
http://www.hiroshima
-bot.jp/

駐車場を利用する場
合は、別途駐車料金
が必要です。

広島県 広島市 ①
秋の企画展示
「広島県の絶滅の恐れ
のある昆虫たち」

生息環境の悪化や地球温暖化など様々な原因により個体数
が減少し、絶滅の危機にさらされている昆虫の生体、標本、写
真、映像を展示し、解説します。

10月13日
～

11月25日
広島市森林公園昆虫館

公益財団法人広島市みどり
生きもの協会

http://www.hiroins-
net.ne.jp/h-
sinrin/insect/index.ht
m

11月3日のみ昆虫館
を無料開放
※別途駐車料金が必
要

広島県 広島市 ③ 広島城大菊花展

日本の秋の花を代表する菊の花、約2000鉢が、一堂に広島城
にお目見えします。
会場では菊づくり相談コーナ、初心者向け菊づくり講習会、筝
曲コンサートなども催されます。

10月27日～11月
11日

広島城二の丸・三の丸
広島祭委員会事務局事業
推進部　082-247-6805

無料
http://www.hiroshima
-navi.or.jp
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広島県 広島市 ③
実演!!
広島市内神楽団

広島ならではの伝統芸能として親しまれている「神楽」の定期
公演を行います。

10月28日
国民宿舎
湯来ロッジ

広島市神楽振興連絡協議
会

http://www.city.hiros
hima.lg.jp/kikaku/kika
ku/vi/chiikikankoken
/kagura/event.html

広島県 広島市 ① 無料観光ガイドの日
平和記念公園、縮景園、広島城の３か所で、無料観光ガイドを
行います。

11月2日
平和記念公園、縮景
園、広島城

広島市観光ボランティアガイ
ド協会

無料 082-247-6739
有料施設の入場料が
かかります。

広島県 広島市 ①
ディスカバーウエストハ
イキング

かつての広島城下を散策しながら名勝「縮景園」と重要文化財
「世界平和記念聖堂」を訪ねます。

10月28日, 11月4,
11日

広島駅南口から市内中
心部を散策

観光アシスタントひろしま 無料 090-9062-5119
有料施設の入場料が
かかります。

広島県 広島市 ①
水の都ひろしま
魚釣り大会

魚釣り講習会、魚釣り大会 11月3日
本川左岸
（アステールプラザ前）

水の都ひろしま推進協議会 無料

広島市経済観光局観
光政策部観光ビジネ
ス担当
082-504-2676

広島県 広島市 ① 垣内稔さん講演会
日本昔ばなしの脚本家　垣内稔さんの番組制作についての講
演

11月18日 湯来交流体験センター
湯来町観光協会、湯来交流
体験センター

http://yuki-
kouryu.jp/

広島県 広島市 ①
西国街道ぶらり旅
～井口編～

井口の街は、昔　西国街道の通り道で、多くの史跡が残ってい
ます。その名所・旧跡をガイドボランティアの説明で巡ります。

11月11日
井口公民館
井口周辺

井口公民館
西区地域起こし推進課

無料
井口公民館
082-277-9258

広島県 広島市 ③ 重慶の日
広島市の姉妹・友好都市の1つ重慶市を紹介するイベント。中
国グルメの試食や重慶市の特産品の展示、記念コンサート等
を行います。

10月21日 広島市留学生会館 重慶の日実行委員会 無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ③ ぺあせろべ２０１２
市民の発案から生まれた国際交流フェスティバルで、広島に
住むさまざまな国籍の人が一緒に楽しみ交流を深める、市民
ボランティアが主体の「多文化共生」イベントです。

10月28日 中央公園芝生広場
ぺあせろべ２０１２実行委員
会

無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ③ ホノルルの日
広島市の姉妹・友好都市の1つハワイのホノルル市を紹介する
イベント。ハワイアン＆フラステージやコナコーヒーなどの試飲
やホノルル市の特産品の展示、販売等を行います。

11月3日

エールエール
（広島駅南口）
地下イベント
広場

ホノルルの日実行委員会 無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ③ ボルゴグラードの日
広島市の姉妹・友好都市の1つロシアのボルゴグラード市を紹
介するイベント。ロシアグルメの試食やボルゴグラード市の展
示、記念コンサート等を行います。

11月11日 広島市留学生会館
ボルゴグラードの日実行委
員会

無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ③ 国際交流・協力の日

主に広島市内で国際交流・協力活動を続ける市民団体や企業
などが中心となり「学び」を基調とした様々な国際交流・協力に
関する事業を行います。
来場者に、楽しみながら国際交流や協力活動への理解と関心
を深めてもらうイベントです。

11月18日

広島国際
会議場
平和大通り
緑地帯

国際交流・協力の日実行委
員会

無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ① 留学生会館まつり2012
留学生の発表を中心に、留学生と市民、地域住民の方々が国
際交流を推進するイベントです。

11月4日 広島市留学生会館
公益財団法人広島平和文
化センター国際部留学生会
館

無料
http://www.i-house-
hiroshima.jp

広島県 広島市 ③ ひろしま平和能楽祭
ひろしん文化財団との共催による能・狂言の鑑賞会を開催しま
す。

11月17日 アステールプラザ
(財)広島市未来都市創造財
団　事業課

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/bunka

往復はがきで要申
込。9月28日まで。

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ③
MAYA OPERA
PRODUCE　「ウィーン
気質」公開稽古

2012年12月８日に催されるオペラ公演の公開舞台稽古です。 10月20日
東区民文化センター
ホール

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
オープンプラザシア
ターvol.156　小さな秋
のコンサート

屋外型オープンスペースで催される独唱、合唱のコンサートで
す。

10月27日
東区民文化センター
オープンプラザ（中庭）

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
オープンプラザシア
ターvol.157　フィオリ
トゥーラ

屋外型オープンスペースで催されるソプラノデュオのコンサー
トです。

11月3日
東区民文化センター
オープンプラザ（中庭）

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
アンサンブルアッカ　第
12回定期公演

難しい印象を持たれる現代音楽を、パンフレットやMCに工夫を
用いて聞きやすく工夫を加えた演奏会です。

11月4日
東区民文化センター
スタジオ１

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
劇団tempa公演
「乾杯Joker」

広島の地元劇団Tempaによる創作演劇の公演です。 11月10, 11日
東区民文化センター
スタジオ２

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③

アートサポートプロジェ
クト（実践編）
ドレスを脱いだクラシッ
ク
「あぁ！ほうなんじゃ
ねぇ。クラシック」

ヴァイオリン、ピアノ、チェロの演奏にトークを交えたクラシック
初心者向けのコンサートです。

11月16日
東区民文化センター
スタジオ１

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
オープンプラザシア
ター
カメラオブスクラ

デジタル機器を用いた映像と音響による実験的展示を行いま
す。

11月22～25日
東区民文化センター
スタジオ2
オープンプラザ（中庭）

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
劇団テアトル広島公演
「今宵一夜は　夢の夢」

広島の地元劇団テアトル広島による定期演劇公演です。 11月24, 25日
東区民文化センター
ホール

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ①④
文化財ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ「遺
跡の小宇宙～三次～」

弥生時代の墳丘墓、古墳時代の群集墳、古代寺院跡を、著名
な研究者の現地解説を交え見学します。

10月13日 寺町廃寺他
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

http://www.mogurin.o
r.jp

事前申込必要

広島県 広島市 ①
広島市未来都市創造
財団ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ﾙ

文化施設で活動するボランティアが合同でブースを出展し、日
頃のボランティア活動の成果を紹介します。

10月27日 ﾊﾉｰﾊﾞｰ庭園
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

http://www.mogurin.o
r.jp

広島県 広島市 ①④
遺跡ﾊｲｷﾝｸﾞ「西山貝
塚」

遺跡の解説を交え西山貝塚周辺をめぐります。 10月27日 西山貝塚
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

無料
http://www.mogurin.o
r.jp

事前申込必要

広島県 広島市 ①④ 講座「軍都広島」 軍都として発展した広島の歴史を解説します。 10月28日
広島市未来都市創造財
団文化財課

財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

無料
http://www.mogurin.o
r.jp

事前申込必要

広島県 広島市
安芸太
田町

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ「被爆建物
めぐり」

南区内の被爆建物をめぐります。 11月3日 南区内
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

http://www.mogurin.o
r.jp

事前申込必要

広島県 広島市 ①④
遺跡ﾊｲｷﾝｸﾞ「中小田古
墳群」

遺跡の解説を交え中小田古墳群周辺をめぐります。 11月17日 中小田古墳群
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

http://www.mogurin.o
r.jp

事前申込必要

広島県 広島市 ①③ 施設の無料公開 施設の入館料を無料にします。 11月3日 広島城
財団法人広島市未来都市
創造財団広島城

無料
http://www.rijo-
castle.jp/rijo/main.ht

広島県 広島市 ③
堀から見る広島の近代
史

広島城の堀の近代における変化と、それが都市広島の発展に
果たした役割を紹介します。

10月27日～12月9
日

広島城
財団法人広島市未来都市
創造財団広島城

http://www.rijo-
castle.jp/rijo/main.ht
ml
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広島県 広島市 ①③
企画展「『ごんぎつね』
が語る昔のくらし」

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。

9月8日～12月24
日

広島市郷土資料館
財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市郷土資料
館

http://www.hiroins-
net.ne.jp/kyodo/

広島県 広島市 ①③
文化の日イベント「駄菓
子作り広場」

カルメラ・綿菓子などの駄菓子作りや、ヨーヨーつりなどのあそ
びを体験します。

11月3日 広島市郷土資料館
財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市郷土資料
館

無料
http://www.hiroins-
net.ne.jp/kyodo/

広島県 広島市 ①④
青少年のための科学
の祭典　第１８回広島
大会

身近なものから最先端のものまで、科学に関する様々な演示・
実験を行います。

10月27, 28日
広島市こども文化科学
館

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市こども文
化科学館、青少年のための
科学の祭典実行委員会

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ①④
プラネタリウムの無料
開放

プラネタリウム観覧料を無料にします。 11月3日
広島市こども文化科学
館　プラネタリウムホー
ル

財団法人広島市未来都市
創造財団こども文化科学館

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ② 科学研究作品展
「第２５回広島市科学賞」に応募された広島市内の中学生の科
学研究の中から優れている作品を展示します。

11月2～11日
広島市こども文化科学
館

財団法人広島市未来都市
創造財団こども文化科学館

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ①④ 大人の科学談話室
大人向けに身近な科学から最先端の科学まで、テーマを決め
て解説していきます。

11月11日
広島市こども文化科学
館
実習室

財団法人広島市未来都市
創造財団広島市こども文化
科学館

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ①
プラネタリウムクラブ発
表会

全国でも珍しい、こども達だけでプラネタリウム番組を作るクラ
ブの作品発表会です。

11月18日
広島市こども文化科学
館　プラネタリウムホー
ル

財団法人広島市未来都市
創造財団広島市こども文化
科学館

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ①　④ 文化の日イベント 文化の日を記念して、無料開放イベントを実施します。 11月3日 広島市江波山気象館
財団法人広島市未来都市
創造財団広島市江波山気
象館

無料
http://www.ebayama.
jp

広島県 広島市 ①
ひろしま図書館まつり
－もっと知ろう！広
島ー

「もっと知ろう！広島」をテーマに、図書館をＰＲし利用促進を
図るための事業を、各広島市立図書館で実施します。

10月13日
～

11月11日
広島市立図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立図書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
企画展「近藤芳美展
－新しき短歌を拓く－」

郷土広島ゆかりの歌人　近藤　芳美の生涯や作品、戦後短歌
の第一人者として短歌史に残した功績を紹介します。

10月20日
～

11月25日
広島市立中央図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立中央図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① 本のリサイクルフェア 広島市立図書館の除籍した本を市民に無償で譲渡します。 11月3日 広島市立中央図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立中央図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

要申込。往復はがき
で申込み、先着1,000
人(予定）

広島県 広島市 ① 本の交換市
市民が持ち込み・持ち帰り自由の不要本の交換市を開催しま
す。

11月11日 広島市立中央図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立中央図

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① おはなし会
幼児・小学生対象。絵本の読み聞かせ、ストーリーテリングな
ど

10月20, 21, 27, 28
日,

11月3, 4, 10, 11,
17, 18日

広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
やってみよう！わらべう
たで子育て

乳幼児と保護者対象。わらべうたで親子のふれあい 11月7日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
おひざにだっこのおは
なしかい

乳幼児と保護者対象。絵本の読み聞かせ、手遊び、絵本の紹
介など

11月4日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
妊婦さんへのおはなし
会

妊婦さんとパートナー、家族の方対象。絵本の読み聞かせ、手
遊び、絵本の紹介など

11月20日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ① 展示「まちを緑に」
「都市緑化月間」にちなんで、緑のまちづくりに関する図書、絵
本を展示します。

10月2～31日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
展示「赤ちゃんによん
であげたい本」

赤ちゃんに読んであげたい本を展示します。 11月1～29日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
児童文化講演会
甲斐信枝さん講演会

絵本作家甲斐信枝さんの講演会を行ないます。 10月20日
広島市こども文化科学
館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

詳細は調整中

広島県 広島市 ①
図書館を使った調べる
学習コンクール優秀作
品展

図書館を使った調べる学習コンクール優秀作品(複製)の展示 日程調整中 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
おはなしとこども映画
会

こどもとその保護者を対象とした絵本の読み聞かせと映画上
映会

11月3日 アステールプラザ
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立中区図
書館

無料
http://www.library.ｃ
ity.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
絵手紙を楽しもう！～
自分発信で心と心を紡
ぎませんか～

講師の指導による絵手紙の作成。 10月26日
広島市東区民文化セン
ター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立東区図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① わらべ歌講座 講師によるわらべ歌の紹介により、親子でわらべ歌に親しむ。 11月16日
広島市東区民文化セン
ター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立東区図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
ようこそ絵本の世界へ
～赤ちゃんといっしょに
～

0～2歳児を対象にした絵本の読み聞かせ、わらべうたあそび
と絵本についてのアドバイスを行います。（２回）

10月16日
広島市南区民文化セン
ター３階　大広間

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

対象：乳幼児とその
保護者
定員：各回２５組
要申込：10月2日午前
9時より電話か来館で

広島県 広島市 ① 雑誌リサイクルフェア 保存年限の切れた雑誌を無料でお譲りします。 10月20日
広島市南区民文化セン
ター３階　ギャラリー

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

対象：広島市立図書
館の貸出利用券をお
持ちの方または新しく
作成できる方
定員：100名（要申込）
譲渡冊数：1人10冊ま
で

広島県 広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。 10月20日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

対象：幼児・児童

広島県 広島市 ①

広島市立南区図書館・
県立広島大学連携公
開講座「読み切り文学
講座」第1回

『平家物語』と能のテーマで講演を行います。
10月25日

広島市南区民文化セン
ター３階　大会議室A

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

対象：高校生以上
定員：５０名
要申込：10月2日午前
9時より電話か来館で

広島県 広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせなどを行います。 11月3日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

対象：幼児・児童

広島県 広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせやおりがみなどを行います。 11月10日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

対象：幼児・児童

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせやわらべうたなどを行います。 11月13日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

対象：乳幼児とその
保護者

広島県 広島市 ①
図書展示「ベストセラー
今昔」

過去に話題になった本の展示をします。（一般向け）
9月29日～10月30

日
広島市立南区図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ①
図書展示「あき、いろい
ろ」

秋に関する本の展示をします。（児童向け）
9月29日～10月30

日
広島市立南区図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ①
図書展示「書いてみよ
う」

書くことに関する本の展示をします。（一般向け） 11月1～29日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ①
図書展示「のりもので
ゴー！！」

のりものが出てくる本の展示をします。（児童向け） 11月1～29日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ①
平成２４年度ひろしま
図書館まつり「もっと知
ろう広島」

広島に関する本の展示などを行います。
10月13日～11月

11日
広島市立南区図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ① ストーリーテリング講座 ストーリーテリングについての講演や実演 10月25, 26日
広島市西区民文化セン
ター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立西区図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
ふろしきでエコライフは
じめませんか

市民のエコライフ支援の一環として、ふろしきの歴史、特徴、使
い方などについて学ぶ

11月8日
広島市安佐南区民文化
センター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立安佐南
区図書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① 雑誌リサイクルフェア 保存期限の過ぎた雑誌を無償譲渡します。 11月11日
広島市安佐北区民文化
センター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立安佐北
区図書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

要申込。往復はがき
で申込、先着75人。

広島県 広島市 ① 雑誌リサイクル 保存年限を過ぎた雑誌を無償譲渡します。 11月11日 広島市立安芸区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立安芸区
図書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ こども映画会 アニメーションの上映と絵本の紹介 10月28日
広島市佐伯区民文化セ
ンター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立佐伯区
図書館

無料 要申込

広島県 広島市 ①
エンディングノート～家
族に伝えるメッセージ
～

「エンディングノート」の書き方を通して、自分のこれまでとこれ
からの生き方を考える。

11月1日
広島市佐伯区民文化セ
ンター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立佐伯区
図書館

無料 要申込

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ① マンガイラスト教室
プロの漫画家の先生に見てもらって、マンガイラストを描きま
す。

10月27日
広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室

広島市立佐伯区図書館湯
来河野閲覧室

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

要申込

広島県 広島市 ③ 似顔絵大集合
比治山大学短期大学部美術科の学生による、市民の似顔絵
作成のイベントです。

10月27日 広島市まんが図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

要申込

広島県 広島市 ①
漫画イラスト講座（中高
生向け）

プロの漫画家の先生に見てもらって、漫画やイラストを描きま
す。

10月28日 広島市まんが図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

要申込

広島県 広島市 ①
漫画イラスト講座（小学
生向け）

プロの漫画家の先生に見てもらって、漫画やイラストを描きま
す。

11月3, 4日 広島市まんが図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

要申込

広島県 広島市 ① 本の交換市
持ち込み・持ち帰り自由の不要まんが本の交換市を開催しま
す。

11月3日（予定）
上安バスターミナル２階
（ベルテガーデン１階）
（予定）

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館あさ閲覧室

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① イラスト漫画講座
小・中学生を対象としたクリスマスカード作成講座を開催しま
す。

11月17日 安公民館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館あさ閲覧室

http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① マッピーをさがせ2012 閲覧室に隠されたマッピーをさがすイベントです。
10月13日

～
11月18日

広島市まんが図書館あ
さ閲覧室

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館あさ閲覧室

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
国際アニメーション・
デー2012 in 広島

広島国際アニメーションフェスティバルの入賞作品から、選りす
ぐりの作品を上映します。

10月28日
11月3日

広島市映像文化ライブ
ラリー

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市映像文化
ライブラリー

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/eizou/

広島県 広島市 ③ 全館無料開放
ホールでの映画鑑賞のほか、ビデオコーナーとオーディオコー
ナーでの視聴も無料となります。

11月3日
広島市映像文化ライブ
ラリー

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市映像文化
ライブラリー

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/eizou/

広島県 広島市 ③ 無料観覧日 特別展、コレクション展を無料で観覧いただけます。 11月3日 広島市現代美術館
財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市現代美術
館

無料
http://www.hiroshima
-moca.jp

広島県 広島市 ③
「自転車のあゆみ－
もっと速く！さらに楽し
く！」

自転車の祖先といわれるものが登場しておよそ２００年、それ
から進化し、用途に合わせて洗練・特化されてきたさまざまな
自転車を紹介。期間中の土・日・祝は自転車の試乗会や講習
会などを実施。

11月1日～12月4
日

広島市交通科学館 広島高速交通株式会社
http://www.vehicle.ci
ty.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 施設の無料公開 施設の観覧料を無料にします。 11月3日 広島市交通科学館 広島高速交通株式会社 無料
http://www.vehicle.ci
ty.hiroshima.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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広島県 広島市 ①
第六十二回広島市短
詩型文芸大会

開会式、記念講演会「創作の原点を問う」、俳句・短歌・詩・川
柳の応募作品の講評と入選発表を行います。

11月10日 広島市中央公民館
広島市短詩型文芸大会実
行委員会、中央公民館

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/chuo-k

広島県 広島市 ③ 子どもお茶教室
毎月第3日曜日に実施している、子ども向けのお茶教室です。
茶道を通して礼儀・作法を学び、日本文化を体験します。

10月21日, 11月18
日

広島市竹屋公民館 広島市竹屋公民館
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/takeya-k

広島県 広島市 ③ 子ども日本舞踊塾
毎月第4土曜日に実施している、子ども向けの日本舞踊の教
室です。日本舞踊の基礎と礼儀作法を学びます。

10月27日 広島市竹屋公民館 広島市竹屋公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/takeya-k

広島県 広島市 ①
第27回舟入公民館ま
つり

地域住民の活動発表の場として作品展示・舞台発表・バザー
等を行います。

11月3, 4日 広島市舟入公民館
舟入公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/funairi-
k/index.html

広島県 広島市 ① おはなし会
毎月第2・4金曜日に、テーマを決めてお話会をしています。10
月のテーマは｢とりいれ、お月さま、祭、昔話｣、11月のテーマ
は｢働く人、山、野菜、昔話｣です。

10月26日, 11月9
日

広島市舟入公民館 広島市舟入公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/funairi-
k/index.html

広島県 広島市 ① 絵本を楽しむ会
毎月第3月曜日に、テーマを決めて絵本の学習会をしていま
す。10月のテーマは｢科学絵本・虫の絵本｣、11月のテーマは｢
０・１・２・３の絵本紹介の会｣です。

10月15日, 11月12
日

広島市舟入公民館 広島市舟入公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/funairi-
k/index.html

広島県 広島市 ①
みんなで遊ぼう　舟入
第三公園～舟入第三
公園活用事業～

公園に植えたさつまいもの収穫とさつまいもパーティーを開催
します。

10月20日 舟入第3公園 広島市舟入公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/funairi-
k/index.html

広島県 広島市 ①
文化・スポーツ・学びの
秋！！体験ひろば

日頃、牛田公民館で学習する趣味・教養団体による少林寺拳
法、ステンドグラス、切り絵、そば打ちなどの１日体験会を開催
します。

11月11日 牛田公民館 牛田公民館
牛田公民館
082-227-0706

材料代が必要なプロ
グラムもあり

広島県 広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせと手遊び等を行います。 11月10日 早稲田公民館 早稲田公民館 無料
早稲田公民館082-
502-1239

広島県 広島市 ①
第10回「早稲田ふれあ
いまつり」

公民館活動の成果発表と地域住民の交流を行います。 11月17, 18日 早稲田公民館
早稲田ふれあいまつり実行
委員会

早稲田公民館082-
502-1239

広島県 広島市 ①
第27回仁保公民館ま
つり

公民館利用グループ・地域団体等による作品展示、ステージ
発表、バザーなどを開催します。

11月17, 18日 仁保公民館
仁保公民館まつり実行委員
会

無料
仁保公民館
082-281-1831

広島県 広島市 ①
第２5回青崎公民館ふ
れあいフェスティバル

地域住民の活動発表と交流の場として舞台発表、作品展示、
バザーを開催します。

11月10, 11日 青崎公民館
青崎公民館ふれあいフェス
ティバル実行委員会

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/minamiku-
k/aosaki-

広島県 広島市 ①
大州中学校区ふれあ
い活動講演会

家庭や地域でできる子どもの心の教育について講演会を開催
します。

11月19日 青崎公民館
青崎公民館、大州中学校区
ふれあい活動推進協議会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/minamiku-
k/aosaki-

広島県 広島市 ①

趣味教養講座
アロマCafé
アロマに秘められた力
で美肌を作る

アロマテラピーの不思議を学びます。
（フェイシャルソープ（朝夜用2個）を作る）

10月19日 大河公民館 大河公民館
大河公民館
082-254-6731

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

広島県 広島市 ①
ライフデザインのため
のハッピーレッスン（全
2回）

あなた自身が大切にしていることに気づき、深くつながり、自然
体で充実した毎日を過ごすためのレッスンです。

10月4, 25日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

女性

広島県 広島市 ① 子育て広場「ぴよぴよ」
子どもを遊ばせながら気楽におしゃべりできます。手遊びや絵
本の読み聞かせなどがあります。

10月18日, 11月15
日

大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

子育て中の親子

広島県 広島市 ①
親子で遊び隊
遊楽タイム

牛乳パックで小鳥の風車を作ります。 10月27日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

小学生と保護者

広島県 広島市 ① いきいきくらぶ
10月は「安心・安全なまちづくり」「ボール体操でからだもスッキ
リ」をテーマに学習します。

10月22日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

おおむね55才以上対
象

広島県 広島市 ① いきいきくらぶ
11月は「歴史探訪～八重の桜～」（来年のNHK大河ドラマの時
代背景)を学びます。

11月19日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

おおむね55才以上対
象

広島県 広島市 ① パソコンほっとスペース 世界に一つだけの名刺づくりを行います。 10月28日 大河公民館 大河公民館
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ① パソコンほっとスペース
「今年の年賀状はこれで決まり！！」をテーマに年賀状作りを
学びます。

11月18日 大河公民館 大河公民館
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ③
第30回三篠公民館ま
つり

公民館利用グループ・団体による作品展示、芸能発表等を行
い、地域住民の福祉の向上を図ります。

11月10, 11日
三篠公民館、三篠小学
校グラウンド

第30回三篠公民館まつり実
行委員会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/misasa-k/

広島県 広島市 ①
第３４回己斐公民館ま
つり

地域住民による芸能発表・作品展示・バザー・イベント等を行
います。

10月27, 28日
己斐公民館
ＪＲ西広島駅西口広場

己斐公民館まつり実行委員
会

無料
己斐公民館
082-273-1765

広島県 広島市 ①
第２７回祇園西公民館
まつり

地域住民の活動発表の場として作品展示・舞台発表・バザー
等を行います。

11月10, 11日 祇園西公民館
祇園西公民館、まつり実行
委員会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/gion-k/

広島県 広島市 ③
第４１回可部公民館ま
つり

公民館利用グループ・地域団体等の作品展示・芸能発表・バ
ザーなどを開催します。

11月3, 4日 可部公民館
第４１回可部公民館まつり
実行委員会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/kabe-k/

広島県 広島市 ①
広島学セミナーひろし
ま人物列伝～歴代政
治家編～

広島ゆかりの政治家である加藤友三郎と池田勇人の生きた時
代背景や人物像について学習します。

11月10, 17日 可部公民館 可部公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/kabe-k/

広島県 広島市 ①
第15回白木地区青少
年健全育成意見発表
大会

青少年の夢や提言などの意見発表会を開催します。 11月10日 白木公民館
白木町青少年健全育成連
絡協議会、白木公民館

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/shiraki-k/

広島県 広島市 ③
第36回白木公民館ま
つり

公民館利用グループ・地域団体・地域住民の活動発表・作品
展示を行います。

11月10, 11日 白木公民館
白木公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/shiraki-k/

広島県 広島市 ①
第２７回三入公民館ま
つり

地域住民の学習活動の成果発表及び地域での交流を図りま
す。

10月27, 28日 三入公民館
三入公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/miiri-k/

広島県 広島市 ① 日浦パソコン相談室
初心者対象のパソコン相談室です。パソコンに自由に触れ、分
からないところをボランティアの方に質問できます。

10月21日,
11月4日

日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

 

広島県 広島市 ① 子どもあるある探検隊
児童対象の野外体験学習会。春に作付けしたさつまいもを収
穫します。

11月1日
(予定)

日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ① 日浦公民館まつり
公民館学習グループ、地域団体等による学習成果発表などを
行います。

11月3, 4日 日浦公民館
日浦公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ①
ますます元気！体操教
室

高齢者対象の運動指導と健康についてのお話を聞きます。 11月5日 日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ① おやこ広場
絵本の読み聞かせ、本の紹介、手あそびなどを、乳幼児とそ
の保護者に提供し、家庭教育支援を行います。

11月8日 日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ① わんぱくシアター 児童が楽しめる映画上映会を開催します。 11月22日 日浦児童館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ① はつらつ教室
高齢者対象の文化教室です。この日は手芸で来年の干支飾り
を作ります。

11月22日 日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ①
旧山陽道・大山峠を歩
こう

ボランティアガイドのもと、古代山陽道をJR八本松駅から大山
峠を経て一貫田(上瀬野)までの史跡を巡ります。

10月20日
旧山陽道
(JR八本松駅～JR瀬野
駅)

魅力ある町再発見プロジェ
クト実行委員会

瀬野公民館
082-894-8006

雨天中止

広島県 広島市 ①
第３８回瀬野公民館ま
つり

公民館活動グループ及び地域住民による活動発表・作品展
示・バザーなどを開催します。

11月3, 4日 瀬野公民館
瀬野公民館まつり実行委員
会

無料
瀬野公民館
082-894-8006

広島県 広島市 ① 中野公民館まつり
公民館学習グループ、地域団体等による学習成果発表、展
示、バザー、などを開催します。

10月27, 28日 中野公民館
中野公民館まつり実行委員
会

無料
中野公民館
082-893-1234

広島県 広島市 ② 中学生職場体験学習
中学生が、望ましい職業観や勤労感を身につけることを目的と
して、地域の事業所の仕事を体験します。

11月14, 15日 中野公民館 広島市立瀬野中学校 無料
中野公民館
082-893-1234

広島県 広島市 ①
瀬野川の環境を考える
講座

川のあるまちづくりと次世代への環境保全を図るため、蛍の飼
育と放流の活動を行います。

11月10日 中野公民館 中野公民館 無料
中野公民館
082-893-1234

広島県 広島市 ① 矢野公民館まつり
公民館学習グループ、地域団体等による学習成果発表、展
示、バザー、などを行います。

10月26, 27, 28日 矢野公民館
矢野公民館まつり実行委員
会

無料
矢野公民館
（082）888-0044

金・土曜日【展示】、
日曜日【舞台発表】

広島県 広島市 ① 湯来南公民館まつり 地域住民の活動発表、作品展示、バザーなどを開催します。 10月28日 湯来南公民館
湯来南公民館まつり実行委
員会

無料
湯来南公民館
0829-86-0607

広島県 広島市 ① 藤の木公民館まつり
公民館グループ・地域団体の活動発表の場として、作品展示・
芸能発表・バザー等を行います。

10月20, 21日 藤の木公民館
藤の木公民館まつり実行委
員会

無料
藤の木公民館
082-927-2496

広島県 広島市 ①
八幡東・利松公民館ま
つり

公民館活動グループ、地域団体などによる舞台発表、作品展
示、バザーなどを行います。

11月11日 八幡東小学校
八幡東・利松公民館まつり
実行委員会

無料

八幡東公民館
082-927-4543
利松公民館
082-928-8687

広島県 広島市 ① 公民館まつり 高齢者対象の学習講座を開催します。 11月18日 坪井公民館 坪井公民館 無料
坪井公民館
082-921-0812

広島県 広島市 ① 学ぼう大学
公民館グループ・地域団体等による作品展示、芸能発表、バ
ザー等を行います。

11月19日 坪井公民館 坪井公民館 無料
坪井公民館
082-921-0812

広島県 広島市 ③ 人権コンサート 管楽器のコンサートを開催します。 11月18日 美隅公民館 美隅公民館 無料
美隅公民館
082-923-0622

広島県 広島市 ③
第７回あいあいプラザ
まつり

活動グループによるステージ発表、作品展示、遊休品バザー
および食品バザーなど

11月3日（土） 東地域交流センター
第７回あいあいプラザまつり
実行委員会

無料
東地域交流センター
082-261-1036

広島県 広島市 ③
第４３回ふくしま地区文
化祭

作品展示、舞台発表、バザー、イベント 11月10, 11日
広島市西地域交流セン
ター

第４３回ふくしま地区文化祭
実行委員会

無料
広島市西地域交流セ
ンター
２３１－１４７２

広島県 広島市 ① 公開講座

シティカレッジの一環として、「スポーツビジネス最前線」という
テーマで５講座を実施する

10月30日～11月
27日

広島市まちづくり市民交
流プラザ

広島市/広島経済大学他 無料

財団法人 広島市未
来都市創造財団ひ
と・まちネットワーク管
理課
TEL 082-541-5335

広島県 広島市 ② 文化講演会 外部講師による2時間程度の講演 10月26日 本学講堂 鈴峯女子短期大学 無料
http://www.suzugami
ne.ac.jp/index.html

広島県 広島市 ② 大学祭 10月27, 28日 本学校内 鈴峯女子短期大学 無料
http://www.suzugami
ne.ac.jp/index.html

広島県 広島市 ②
りんりん♪こどもフェス
タすずがみね

乳幼児から祖父母まで幅広い年齢層が楽しめる遊び活動を通
じて家族の絆を深めることを目的とする

11月17日 本学校内 鈴峯女子短期大学 無料
http://www.suzugami
ne.ac.jp/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ①
連携講演会：美術館と
地域文化

10月12日
演題：「美術館革命って何？　-地域と美術館」
講演者：広島県立美術館　越智裕二郎館長
11月8日
演題：「都市広島の中枢性と美術館の役割」
講演者：奥田元宋・小由女美術館　村上勇館長
11月27日
演題：「（調整中）」
講演者：ひろしま美術館　宇田誠館長

10月12日(金), 11
月8(木), 27日(火)

県立広島大学
広島キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9534

広島県 広島市 ① バラの軌跡
植物遺伝子工学，文学，絵画の各方面からバラの魅力につい
て考えます。（県立広島大学・ひろしま美術館連携公開講座）

10月13(土)～27日
(土)

県立広島大学
広島キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9534

広島県 広島市 ①
簡単ストレッチング講
座

筋肉のコリをほぐすことを目的とした，自分のペースでできる簡
単なストレッチングを紹介します。

10月20(土), 27日
(土)

県立広島大学
広島キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 広島市 ① 読み切り文学講座
「原作と脚色」をテーマに，日本・中国・英国の代表作を取り上
げ，作品の受け取り方を考えます。（県立広島大学・広島市南
区図書館）

10月25日(金), 11
月29日(金)

広島市南区図書館 県立広島大学 無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 広島市 ①
大人のための小さなコ
ンサート

県立広島大学の図書館でオカリナのコンサートを行います。 11月17日(土)
県立広島大学
広島キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 広島市 ①
はじめての経営学：生
活実用編

実生活で活用できるファイナンスの知識や百貨店論など，経営
学の楽しさと実用性を紹介します。（県立広島大学・広島市宇
品公民館連携公開講座）

11月17日～12月1
日(土)

広島市宇品公民館 県立広島大学 無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 広島市 ③
県立広島大学広島キャ
ンパス
第８回大学祭「紫苑祭」

学生企画による多彩なイベントを開催。神楽，オープンカフェ，
模擬店など。

10月7（日）～8日
（月）

県立広島大学広島キャ
ンパス 県立広島大学 無料

県立広島大学
広島キャンパス教学
課

広島県 広島市 ①
第1回広島県食育サ
ミット

基調講演「時間栄養学から食育を探る」 ，シンポジウム「食育
と食文化で歩む健康への道」，食育体験コーナー，広島県食
育推進功労者表彰式など

10月20日（土）
県立広島大学広島キャ
ンパス 広島県食育研究会 無料

広島県食育研究会事
務局　082-251-9776

広島県 広島市 ③

県立広島大学庄原キャ
ンパス
第23回大学祭「白楊
祭」

学生企画による多彩なイベントを開催。
10/27（土）, 28

（日）
県立広島大学　庄原
キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学
庄原キャンパス

広島県 広島市 ③

県立広島大学三原キャ
ンパス
第18回大学祭「浮城
祭」

学生企画による多彩なイベントを開催。
11/10（土), 11

（日）
県立広島大学
三原キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学　三原
キャンパス

広島県 広島市 ②
第１９回市大祭
「ImAgIne」

広島市立大学の３学部で、力を合わせ市大祭を盛り上げ創造
します。
そばめしやたこやきなどの模擬店、芸術学部生が描いた作品
やデザートなど多くのメニューがあるカフェ店、ビンゴ大会やカ
ラオケ大会などのステージ企画、軽音部による特設ステージな
どいろいろな催し物があります。

10月27, 28日 広島市立大学 大学祭実行委員会
大学祭実行委員会
082-848-5443
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広島県 広島市 ③
第15回合同定期演奏
会

市内４大学のマンドリン、ギター部等で行う合同定期演奏会 11月18日 西区民文化センター

県立広島大学
広島工業大学
広島市立大学
安田女子大学

無料 ―

広島県 広島市 ②
ミニ・オープンキャンパ
ス2012

高校生１・２年生及びその保護者を主な対象として，広島市立
大学をわかりやすく紹介します（広島市立大学大学祭と併
催）。

10月27日 広島市立大学
公立大学法人広島市立大
学

無料

http://www.hiroshima
-
cu.ac.jp/guide/conte
nt0036.html

広島県 広島市 ①
広島市立大学情報科
学部公開講座「講演
会」

広島市立大学情報科学部の教員が、それぞれの研究分野か
ら興味深いお話を講演会という形でお届けします。

11月7日
広島市まちづくり市民交
流プラザ

公立大学法人広島市立大
学

無料

http://www.hiroshima
-
cu.ac.jp/service/inde
x.php

広島県 広島市 ①
広島市立大学国際学
部公開講座

広島市立大学国際学部が、「国際交流・協力の日」事業として
「災害を生き抜く」をテーマに講演会を開催します。

11月18日 広島国際会議場
公立大学法人広島市立大
学

無料
http://www.hiroshima
-
cu.ac.jp/service/inde

広島県 広島市 ① シティカレッジ
広島市立大学芸術学部が、社会人の皆様に学習機会を提供
する「シティカレッジ」に講座を提供します。

11月1, 8, 15, 22日
広島市まちづくり市民交
流プラザ

公立大学法人広島市立大
学ほか

無料
http://www.hiroshima
-cu.ac.jp/

広島県 広島市 ③
広島市立大学芸術資
料館 収蔵作品展　－
華麗なる工芸の世界－

芸術資料館に収蔵されている作品（金工、漆、染織）から、現
代工芸を展示します。

10月9～22日
広島市立大学芸術資料
館

広島市立大学芸術資料館 無料

http://museum.hirosh
ima-
cu.ac.jp/index.cgi/ja?
page=Home

広島県 広島市 ③
広島市立大学日本画
研究室展

日本画専攻教員及びスタッフ6名の個性豊かな大作を展示しま
す。普段、美術教育の現場で活躍する教員達の作家としての
活動をご覧いただきます。初日、10:30からギャラリートークを
実施。又、10月27日にワークショップを実施します。

10月26日～11月1
日

広島市立大学芸術資料
館

広島市立大学芸術資料館 無料

http://museum.hirosh
ima-
cu.ac.jp/index.cgi/ja?
page=Home

広島県 広島市 ①②
キッズキャンパス2012
展・わくわくアートワー
クショップ

「キッズキャンパス2012」で制作した作品展示とテーマに即した
アートワークショップの開催。ワークショップは学生主体で開催
します。

11月17～20日
広島市立大学芸術資料
館

広島市立大学芸術学部 無料
http://www.hiroshima
-cu.ac.jp/

広島県 広島市 ①
法学部公開講座「現代
民事法改革の動向
2012」

民事法に関する領域を中心に、グローバル経済の進展・震災
後の社会情勢を踏まえて、これからのわが国の民事法はどう
あるべきかということを考えていく上で、さまざまな法制度を幅
広く検討し、その視点を提供することを目的に開講します。

10月6, 20, 27日,
11月3, 10, 17日

東千田キャンパス
２０７講義室

広島大学

http://www.hiroshima
-
u.ac.jp/extension/24k
oukaikouza/

事前申込が必要

広島県 広島市 ③
第６回広島大学（霞部
局合同企画）ホームカ
ミングデー

霞部局の合同企画として卒業生や元教職員などを招待の上、
著名人の学術・文化講演、懇親会を開催します。市民も参加
可能なもので、情報交流・交換の場の事業として、広島大学校
友会と共催しています。
なお、併せて学生主催の「第４５回霞祭」も開催します。

11月10日
広島大学霞キャンパス
広仁会館（広島市）

広島大学 無料
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/kasumi/

参加者数把握のた
め、9月上旬～10月
上旬に申込期間を設
けますが、当日参加
も可能です。

広島県 広島市 ③
頼山陽史跡資料館特
別展「近代・広島画人
伝（弐）」

明治から大正・昭和にかけて活躍した南画家・手島呉東の格
調高い作品をご覧いただけます。

11月8日～
　12月24日

頼山陽史跡資料館 頼山陽史跡資料館
広島県教育委員会
文化財課
082－513-5021
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広島県 広島市 ③
頼山陽史跡資料館
展示解説会

特別展「近代・広島画人伝（弐）」の展示解説を行います。
11月17日,
12月8日

頼山陽史跡資料館 頼山陽史跡資料館
広島県教育委員会
文化財課
082－513-5021

広島県 広島市 ②
第51回広島県高等学
校定時制通信制生徒
生活体験発表大会

県内の定時制・通信制に通う生徒が，生活目標を確立し，生活
意欲を高めるため，日常の体験を発表します。

10月27日 広島市青少年センター 広島県教育委員会 無料

広島県教育委員会
高校教育指導課
082-513-4992，
082-513-4994

広島県 広島市 ②
第12回広島県高校生
スペシャリストの祭典

地域や産業界の協力を得て，専門高校等で学ぶ生徒が産業
教育に関する学習の成果を発表・展示することにより，産業教
育の活性化を図ります。

10月27日,28日
広島市立基町小学校
広島市中央公園

広島県教育委員会 無料
広島県教育委員会
高校教育指導課
082-513-4998

広島県 広島市 ①
青少年赤十字広島県
大会

青少年赤十字加盟校の相互交流とメンバーの親善を深めま
す。
・加盟校（参加校）紹介
・体験発表 など

11月10日 広島市立吉島中学校 広島県教育委員会 無料
広島県教育委員会
豊かな心育成課
082-513-5045

広島県 広島市 ③ 県立図書館フェア
ビブリオバトル，一日公開書庫，ロビーコンサートなど各種イベ
ントを実施します。

11月3日
広島県情報プラザ
広島県立図書館

広島県立図書館 無料
http://www.hplibra.pr
ef.hiroshima.jp/
082－241－4995

広島県 広島市 ②
キッズ・クライミングス
クール

フィットネス内のクライミングウォールを使ったクライミングス
クールです。レベルにあった指導を受けることで，安全かつ楽
しみながら，技術の向上を図ります。(事前申込)
・指導：広島県山岳連盟
・対象：小中学生
○初心者クラス
・定員：20名
・実施回数：全7回

8月下旬～11月下
旬,10月上旬～3

月上旬
県立総合体育館 県立総合体育館

http://www.sports-
hiroshima.jp/hpsc/

082-228-1111

広島県 広島市 ②
Ｕ‐10ジュニア選手育成
プログラム

体力測定，運動実技などを通して，運動能力や体力の向上を
図ります。また，保護者を対象に家庭での食生活のあり方につ
いて，専門的な立場から指導を行います。
・定員：50名(児童)
・実施回数：全5回
・対象：小学1～4年生の児童及び保護者

9月上旬～11月上
旬

県立総合体育館 県立総合体育館

http://www.sports-
hiroshima.jp/hpsc/

082-228-1111

広島県 広島市 ②
広島県統計グラフコン
クール入賞作品展示

統計知識の普及向上と統計の表現技術の研鑽のため，県内
の小中学生等に統計グラフ作品を募集し，入賞作品を展示し
ます。

10月15日～29日 県庁（県民ギャラリー）
広島県庁
総務局
統計課

無料
http://toukei.pref.hir
oshima.lg.jp/index.ht
ml

広島県 広島市 ③
世界遺産 ヴェネツィア
展 　魅惑の芸術－千
年の都

ヴェネツィア派の優麗な絵画をはじめ，ヴェネツィアン・グラス
や，黄金時代の生活を彩った豪奢な品々など，約150点の作
品を展示します。

10月6日～
　11月25日

県立美術館 県立美術館 082-221-6246
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広島県 広島市 ③ 菊花展 広島市近郊の愛好者の菊作品を展示します。
11月1日～
　11月11日

縮景園 縮景園
http://shukkeien.jp/
082-221-3620

広島県 広島市 ③ 菊見茶会
菊花展会期中の文化の日，菊花薫る園内にて茶会を開催しま
す。

11月3日 縮景園 縮景園
http://shukkeien.jp/
082-221-3620

広島県 広島市 ③
連携講演会：美術館と
地域文化

10月12日
演題：「美術館革命って何？　-地域と美術館」
講演者：広島県立美術館　越智裕二郎館長
11月8日
演題：「都市広島の中枢性と美術館の役割」
講演者：奥田元宋・小由女美術館　村上勇館長
11月27日
演題：「（調整中）」
講演者：ひろしま美術館　宇田誠館長

10月12日,
11月8日,27日

県立広島大学
広島キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学地域連
携センター
082-251-9534

広島県 広島市 ③，④ バラの軌跡
植物遺伝子工学，文学，絵画の各方面からバラの魅力につい
て考えます。（県立広島大学・ひろしま美術館連携公開講座）

10月13日～
　10月27日

県立広島大学
広島キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9534

広島県 広島市 ①，④
簡単ストレッチング講
座

筋肉のコリをほぐすことを目的とした，自分のペースでできる簡
単なストレッチングを紹介します。

10月20日,27日
県立広島大学
広島キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 広島市 ①，④ 読み切り文学講座
「原作と脚色」をテーマに，日本・中国・英国の代表作を取り上
げ，作品の受け取り方を考えます。（県立広島大学・広島市南
区図書館）

10月25日,11月29
日

広島市南区図書館
広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 広島市 ③
大人のための小さなコ
ンサート

県立広島大学の図書館でオカリナのコンサートを行います。 11月17日
県立広島大学
広島キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 広島市 ①，④
はじめての経営学：生
活実用編

実生活で活用できるファイナンスの知識や百貨店論など，経営
学の楽しさと実用性を紹介します。（県立広島大学・広島市宇
品公民館連携公開講座）

11月17日～12月1
日

広島市宇品公民館
広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学地域連
携センター　082-
251-9535

広島県 広島市 ①，④
第1回広島県食育サ
ミット

基調講演「時間栄養学から食育を探る」 ，シンポジウム「食育
と食文化で歩む健康への道」，食育体験コーナー，広島県食
育推進功労者表彰式など

10月20日
県立広島大学広島キャ
ンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
広島県食育研究会事
務局　082-251-9776

広島県 広島市 ②,④
第２９回ひろしま技能
フェア

・職業訓練生，技能士及び工業高校生などの作品展示や技能
実演
・ひろしまマイスター等による技能指導，技能実演

11月13日 県立広島産業会館
広島県庁
商工労働局
職業能力開発課

無料
技能振興グループ
（082）513-3431

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

広島県 広島市 ①，②
第26回広島市青少年
健全育成市民大会

表彰・事例発表・講演会ほか 11月17日 広島市青少年センター

広島市青少年健全育成事
業実行委員会(広島市、広
島市教育委員会、広島市青
少年健全育成連絡協議会)

無料
広島市教育委員会青
少年育成部育成課
  082-242-2013

広島県 広島市 ①，③ Ps Festa
「平和」をテーマに、様々な文化活動をしている青年によるア
ピールを行います。音楽、ダンスほかステージパフォーマン
ス、写真などを予定しています。

11月11日
アリスガーデン（広島市
中区）

財団法人広島市未来都市
創造財団広島市青少年セン
ター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/y-center/

広島県 広島市 ①
第２回三滝自然ファミ
リーランド

秋の野山散策、野外炊飯、クラフト、キャンプファイアなど
10月27日
～28日

広島市三滝少年自然の
家・広島市グリーンス
ポーツセンター

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市三滝少年
自然の家

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/mitaki-c/

広島県 広島市 ①
集まれ！みたきキッズ
ランド

野外炊飯、クラフト、オリエンテーリングなど
11月17日
～18日

広島市三滝少年自然の
家・広島市グリーンス
ポーツセンター

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市三滝少年
自然の家

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/mitaki-c/

広島県 広島市 ①
にのしまこどもチャレン
ジ隊

アドベンチャー登山、プールカヌー、海カヌー、ローボート漕艇
10月20日～21日,
11月17日～18日

広島市似島臨海少年自
然の家

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市似島臨海
少年自然の家

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/rinkai/

広島県 広島市 ①
家族初心者投げ釣り大
会（秋）

投げ釣り講習会、投げ釣り大会、コンテストなど 10月30日
広島市似島臨海少年自
然の家

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市似島臨海
少年自然の家

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/rinkai/

広島県 広島市 ①，④
平成24年度広島市立
大学広島平和研究所
連続市民講座（後期）

「沖縄近現代史における平和の模索（仮）」をテーマに、5回に
わたって講義します。

10月19日,26日、
11月2日,9日,16日

広島市まちづくり市民交
流プラザ 北棟6階 マル
チメディアスタジオ

広島市立大学広島平和研
究所

無料

http://www.hiroshima
-
cu.ac.jp/modules/pea
ce_j/category0005.ht
ml

広島県 広島市 ①，④
展示ホールの無料開
放

大人・小人の観覧料無料 11月3日 健康科学館
広島市健康づくりセンター
健康科学館

無料
kenkan@kenkou.city.h
iroshima.jp

広島県 広島市 ①，④
企画展｢カラダがよろこ
ぶ　音楽のチ♪カ♪ラ
♪｣

音楽は心のサプリメント
10月27日～平成

25年2月17日
健康科学館

広島市健康づくりセンター
健康科学館

kenkan@kenkou.city.h
iroshima.jp

広島県 広島市 ①，④
シンポジウム「平和都
市広島の景観のあり方
（仮題）」

平和都市広島をより魅力的なまちにしていくための景観づくり
の手法について、理解を深めていただくシンポジウムを開催し
ます。

10月27日
広島平和記念資料館メ
モリアルホール

広島市 無料
都市整備局
都市計画課
082-504-2277

広島県 広島市 ③ 施設の入園無料
11月3日は、無料で入園していただけます。
また、「安佐動物公園 動物画コンクール入賞作品展」を開催し
ています。

11月3日 広島市安佐動物公園
公益財団法人広島市みどり
生きもの協会

無料 http://www.asazoo.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ③ 施設の無料開放

11月3日は、無料で入園していただけます。
また、開園日を記念して、球根のプレゼント（先着1,000人）やオ
リエンテーリング、園芸講習会、草笛演奏会、コンサートなどを
行います。

11月3日 広島市植物公園
公益財団法人広島市みどり
生きもの協会

無料
http://www.hiroshima
-bot.jp/

広島県 広島市 ③
秋の企画展示
「広島県の絶滅の恐れ
のある昆虫たち」

生息環境の悪化や地球温暖化など様々な原因により個体数
が減少し、絶滅の危機にさらされている昆虫の生体、標本、写
真、映像を展示し、解説します。

10月13日
～

11月25日
広島市森林公園昆虫館

公益財団法人広島市みどり
生きもの協会

http://www.hiroins-
net.ne.jp/h-
sinrin/insect/index.ht
m

広島県 広島市 ③ 広島城大菊花展

日本の秋の花を代表する菊の花、約2000鉢が、一堂に広島城
にお目見えします。
会場では菊づくり相談コーナ、初心者向け菊づくり講習会、筝
曲コンサートなども催されます。

10月27日
～

11月11日
広島城二の丸・三の丸

広島祭委員会事務局事業
推進部　082-247-6805

無料
http://www.hiroshima
-navi.or.jp

広島県 広島市 ③
実演!!
広島市内神楽団

広島ならではの伝統芸能として親しまれている「神楽」の定期
公演を行います。

10月28日
国民宿舎
湯来ロッジ

広島市神楽振興連絡協議
会

http://www.city.hiros
hima.lg.jp/kikaku/kika
ku/vi/chiikikankoken
/kagura/event.html

広島県 広島市 ③ 無料観光ガイドの日
平和記念公園、縮景園、広島城の３か所で、無料観光ガイドを
行います。

11月2日
平和記念公園、縮景
園、広島城

広島市観光ボランティアガイ
ド協会

無料 082-247-6739

広島県 広島市 ③
ディスカバーウエストハ
イキング

かつての広島城下を散策しながら名勝「縮景園」と重要文化財
「世界平和記念聖堂」を訪ねます。

10月28日,11月4
日,11日

広島駅南口から市内中
心部を散策

観光アシスタントひろしま 無料 090-9062-5119

広島県 広島市 ③
水の都ひろしま
魚釣り大会

魚釣り講習会、魚釣り大会 11月3日
本川左岸
（アステールプラザ前）

水の都ひろしま推進協議会 無料

広島市経済観光局観
光政策部観光ビジネ
ス担当
082-504-2676

広島県 広島市 ③ 垣内稔さん講演会
日本昔ばなしの脚本家　垣内稔さんの番組制作についての講
演

11月18日 湯来交流体験センター
湯来町観光協会、湯来交流
体験センター

http://yuki-
kouryu.jp/

広島県 広島市 ③
西国街道ぶらり旅
～井口編～

井口の街は、昔　西国街道の通り道で、多くの史跡が残ってい
ます。その名所・旧跡をガイドボランティアの説明で巡ります。

11月11日
井口公民館
井口周辺

井口公民館
西区地域起こし推進課

無料
井口公民館
082-277-9258

広島県 広島市 ③ 重慶の日
広島市の姉妹・友好都市の1つ重慶市を紹介するイベント。中
国グルメの試食や重慶市の特産品の展示、記念コンサート等
を行います。

10月21日 広島市留学生会館 重慶の日実行委員会 無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ③ ぺあせろべ２０１２
市民の発案から生まれた国際交流フェスティバルで、広島に
住むさまざまな国籍の人が一緒に楽しみ交流を深める、市民
ボランティアが主体の「多文化共生」イベントです。

10月28日 中央公園芝生広場
ぺあせろべ２０１２実行委員
会

無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ③ ホノルルの日
広島市の姉妹・友好都市の1つハワイのホノルル市を紹介する
イベント。ハワイアン＆フラステージやコナコーヒーなどの試飲
やホノルル市の特産品の展示、販売等を行います。

11月3日

エールエール
（広島駅南口）
地下イベント
広場

ホノルルの日実行委員会 無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ③ ボルゴグラードの日
広島市の姉妹・友好都市の1つロシアのボルゴグラード市を紹
介するイベント。ロシアグルメの試食やボルゴグラード市の展
示、記念コンサート等を行います。

11月11日 広島市留学生会館
ボルゴグラードの日実行委
員会

無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ①，③ 国際交流・協力の日

主に広島市内で国際交流・協力活動を続ける市民団体や企業
などが中心となり「学び」を基調とした様々な国際交流・協力に
関する事業を行います。
来場者に、楽しみながら国際交流や協力活動への理解と関心
を深めてもらうイベントです。

11月18日

広島国際
会議場
平和大通り
緑地帯

国際交流・協力の日実行委
員会

無料
http://www.pcf.city.hi
roshima.ip/ircd/

広島県 広島市 ③ 留学生会館まつり2012
留学生の発表を中心に、留学生と市民、地域住民の方々が国
際交流を推進するイベントです。

11月4日 広島市留学生会館
公益財団法人広島平和文
化センター国際部留学生会
館

無料
http://www.i-house-
hiroshima.jp

広島県 広島市 ③ ひろしま平和能楽祭
ひろしん文化財団との共催による能・狂言の鑑賞会を開催しま
す。

11月17日 アステールプラザ
(財)広島市未来都市創造財
団　事業課

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/bunka

広島県 広島市 ③
MAYA OPERA
PRODUCE　「ウィーン
気質」公開稽古

2012年12月８日に催されるオペラ公演の公開舞台稽古です。 10月20日
東区民文化センター
ホール

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
オープンプラザシア
ターvol.156　小さな秋
のコンサート

屋外型オープンスペースで催される独唱、合唱のコンサートで
す。

10月27日
東区民文化センター
オープンプラザ（中庭）

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
オープンプラザシア
ターvol.157　フィオリ
トゥーラ

屋外型オープンスペースで催されるソプラノデュオのコンサー
トです。

11月3日
東区民文化センター
オープンプラザ（中庭）

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
アンサンブルアッカ　第
12回定期公演

難しい印象を持たれる現代音楽を、パンフレットやMCに工夫を
用いて聞きやすく工夫を加えた演奏会です。

11月4日
東区民文化センター
スタジオ１

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
劇団tempa公演
「乾杯Joker」

広島の地元劇団Tempaによる創作演劇の公演です。 11月10日,11日
東区民文化センター
スタジオ２

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③

アートサポートプロジェ
クト（実践編）
ドレスを脱いだクラシッ
ク
「あぁ！ほうなんじゃ
ねぇ。クラシック」

ヴァイオリン、ピアノ、チェロの演奏にトークを交えたクラシック
初心者向けのコンサートです。

11月16日
東区民文化センター
スタジオ１

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
オープンプラザシア
ター
カメラオブスクラ

デジタル機器を用いた映像と音響による実験的展示を行いま
す。

11月22日～25日
東区民文化センター
スタジオ2
オープンプラザ（中庭）

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ③
劇団テアトル広島公演
「今宵一夜は　夢の夢」

広島の地元劇団テアトル広島による定期演劇公演です。 11月24日,25日
東区民文化センター
ホール

（財）広島市未来都市創造
財団　広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/higashi-
cs/

広島県 広島市 ③
広島市未来都市創造
財団ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ﾙ

文化施設で活動するボランティアが合同でブースを出展し、日
頃のボランティア活動の成果を紹介します。

10月27日 ﾊﾉｰﾊﾞｰ庭園
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

http://www.mogurin.o
r.jp

広島県 広島市 ①，③
遺跡ﾊｲｷﾝｸﾞ「西山貝
塚」

遺跡の解説を交え西山貝塚周辺をめぐります。 10月27日 西山貝塚
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

無料
http://www.mogurin.o
r.jp

広島県 広島市 ①，③ 講座「軍都広島」 軍都として発展した広島の歴史を解説します。 10月28日
広島市未来都市創造財
団文化財課

財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

無料
http://www.mogurin.o
r.jp

広島県 広島市 ①，③
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ「被爆建物
めぐり」

南区内の被爆建物をめぐります。 11月3日 南区内
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

http://www.mogurin.o
r.jp

広島県 広島市 ①，③
遺跡ﾊｲｷﾝｸﾞ「中小田古
墳群」

遺跡の解説を交え中小田古墳群周辺をめぐります。 11月17日 中小田古墳群
財団法人広島市未来都市
創造財団文化財課

http://www.mogurin.o
r.jp

広島県 広島市 ③ 施設の無料公開 施設の入館料を無料にします。 11月3日 広島城
財団法人広島市未来都市
創造財団広島城

無料
http://www.rijo-
castle.jp/rijo/main.ht
ml

広島県 広島市 ①，③
堀から見る広島の近代
史

広島城の堀の近代における変化と、それが都市広島の発展に
果たした役割を紹介します。

10月27日～12月9
日

広島城
財団法人広島市未来都市
創造財団広島城

http://www.rijo-
castle.jp/rijo/main.ht
ml

広島県 広島市 ①，③
企画展「『ごんぎつね』
が語る昔のくらし」

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。

9月8日～12月24
日

広島市郷土資料館
財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市郷土資料
館

http://www.hiroins-
net.ne.jp/kyodo/

広島県 広島市 ①，③
文化の日イベント「駄菓
子作り広場」

カルメラ・綿菓子などの駄菓子作りや、ヨーヨーつりなどのあそ
びを体験します。

11月3日 広島市郷土資料館
財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市郷土資料
館

無料
http://www.hiroins-
net.ne.jp/kyodo/

広島県 広島市 ②，④
青少年のための科学
の祭典　第１８回広島
大会

身近なものから最先端のものまで、科学に関する様々な演示・
実験を行います。

10月27日,28日
広島市こども文化科学
館

財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市こども文
化科学館、青少年のための
科学の祭典実行委員会

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ③
プラネタリウムの無料
開放

プラネタリウム観覧料を無料にします。 11月3日
広島市こども文化科学
館　プラネタリウムホー
ル

財団法人広島市未来都市
創造財団こども文化科学館

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ②，④ 科学研究作品展
「第２５回広島市科学賞」に応募された広島市内の中学生の科
学研究の中から優れている作品を展示します。

11月2日～11日
広島市こども文化科学
館

財団法人広島市未来都市
創造財団こども文化科学館

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ①，④ 大人の科学談話室
大人向けに身近な科学から最先端の科学まで、テーマを決め
て解説していきます。

11月11日
広島市こども文化科学
館
実習室

財団法人広島市未来都市
創造財団広島市こども文化
科学館

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

広島県 広島市 ②，③
プラネタリウムクラブ発
表会

全国でも珍しい、こども達だけでプラネタリウム番組を作るクラ
ブの作品発表会です。

11月18日
広島市こども文化科学
館　プラネタリウムホー
ル

財団法人広島市未来都市
創造財団広島市こども文化
科学館

無料
http://www.pyonta.ci
ty.hiroshima.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ③ 文化の日イベント 文化の日を記念して、無料開放イベントを実施します。 11月3日 広島市江波山気象館
財団法人広島市未来都市
創造財団広島市江波山気
象館

無料
http://www.ebayama.
jp

広島県 広島市 ③
ひろしま図書館まつり
－もっと知ろう！広
島ー

「もっと知ろう！広島」をテーマに、図書館をＰＲし利用促進を
図るための事業を、各広島市立図書館で実施します。

10月13日
～

11月11日
広島市立図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立図書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
企画展「近藤芳美展
－新しき短歌を拓く－」

郷土広島ゆかりの歌人　近藤　芳美の生涯や作品、戦後短歌
の第一人者として短歌史に残した功績を紹介します。

10月20日
～

11月25日
広島市立中央図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立中央図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 本のリサイクルフェア 広島市立図書館の除籍した本を市民に無償で譲渡します。 11月3日 広島市立中央図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立中央図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 本の交換市
市民が持ち込み・持ち帰り自由の不要本の交換市を開催しま
す。

11月11日 広島市立中央図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立中央図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①，③ おはなし会
幼児・小学生対象。絵本の読み聞かせ、ストーリーテリングな
ど。

10月20日,21日,27
日,28日,

11月3日,4日,10
日,11日,17日,18日

広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①，③
やってみよう！わらべう
たで子育て

乳幼児と保護者対象。わらべうたで親子のふれあい 11月7日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①，③
おひざにだっこのおは
なしかい

乳幼児と保護者対象。絵本の読み聞かせ、手遊び、絵本の紹
介など

11月4日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①，③
妊婦さんへのおはなし
会

妊婦さんとパートナー、家族の方対象。絵本の読み聞かせ、手
遊び、絵本の紹介など

11月20日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 展示「まちを緑に」
「都市緑化月間」にちなんで、緑のまちづくりに関する図書、絵
本を展示します。

10月2日～31日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
展示「赤ちゃんによん
であげたい本」

赤ちゃんに読んであげたい本を展示します。 11月1日～29日 広島市こども図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①，③
児童文化講演会
甲斐信枝さん講演会

絵本作家甲斐信枝さんの講演会を行ないます。 10月20日
広島市こども文化科学
館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市こども図書
館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
おはなしとこども映画
会

こどもとその保護者を対象とした絵本の読み聞かせと映画上
映会

11月3日 アステールプラザ
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立中区図
書館

無料
http://www.library.ｃ
ity.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①，③
絵手紙を楽しもう！～
自分発信で心と心を紡
ぎませんか～

講師の指導による絵手紙の作成。 10月26日
広島市東区民文化セン
ター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立東区図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①，③ わらべ歌講座 講師によるわらべ歌の紹介により、親子でわらべ歌に親しむ。 11月16日
広島市東区民文化セン
ター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立東区図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ①，③
ようこそ絵本の世界へ
～赤ちゃんといっしょに
～

0～2歳児を対象にした絵本の読み聞かせ、わらべうたあそび
と絵本についてのアドバイスを行います。（２回）

10月16日
広島市南区民文化セン
ター３階　大広間

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③ 雑誌リサイクルフェア 保存年限の切れた雑誌を無料でお譲りします。 10月20日
広島市南区民文化セン
ター３階　ギャラリー

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③ おはなし会 絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。 10月20日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市
①，③，

④

広島市立南区図書館・
県立広島大学連携公
開講座「読み切り文学
講座」第1回

『平家物語』と能のテーマで講演を行います。
10月25日

広島市南区民文化セン
ター３階　大会議室A

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③ おはなし会 絵本の読み聞かせなどを行います。 11月3日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③ おはなし会 絵本の読み聞かせやおりがみなどを行います。 11月10日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③ おはなし会 絵本の読み聞かせやわらべうたなどを行います。 11月13日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③
図書展示「ベストセラー
今昔」

過去に話題になった本の展示をします。（一般向け）
9月29日～10月30

日
広島市立南区図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③
図書展示「あき、いろい
ろ」

秋に関する本の展示をします。（児童向け）
9月29日～10月30

日
広島市立南区図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③
図書展示「書いてみよ
う」

書くことに関する本の展示をします。（一般向け） 11月1日～29日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③
図書展示「のりもので
ゴー！！」

のりものが出てくる本の展示をします。（児童向け） 11月1日～29日 広島市立南区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ③
平成２４年度ひろしま
図書館まつり「もっと知
ろう広島」

広島に関する本の展示などを行います。
10月13日～11月

11日
広島市立南区図書館

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立南区図
書館

無料
広島市立南区図書館
℡082－251－1080

広島県 広島市 ①，③ ストーリーテリング講座 ストーリーテリングについての講演や実演 10月25日,26日
広島市西区民文化セン
ター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立西区図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①，③
ふろしきでエコライフは
じめませんか

市民のエコライフ支援の一環として、ふろしきの歴史、特徴、使
い方などについて学ぶ

11月8日
広島市安佐南区民文化
センター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立安佐南
区図書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 雑誌リサイクルフェア 保存期限の過ぎた雑誌を無償譲渡します。 11月11日
広島市安佐北区民文化
センター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立安佐北
区図書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 雑誌リサイクル 保存年限を過ぎた雑誌を無償譲渡します。 11月11日 広島市立安芸区図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立安芸区
図書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ こども映画会 アニメーションの上映と絵本の紹介 10月28日
広島市佐伯区民文化セ
ンター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立佐伯区
図書館

無料

広島県 広島市 ③
エンディングノート～家
族に伝えるメッセージ
～

「エンディングノート」の書き方を通して、自分のこれまでとこれ
からの生き方を考えます。

11月1日
広島市佐伯区民文化セ
ンター

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市立佐伯区
図書館

無料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ③ マンガイラスト教室
プロの漫画家の先生に見てもらって、マンガイラストを描きま
す。

10月27日
広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室

広島市立佐伯区図書館湯
来河野閲覧室

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 似顔絵大集合
比治山大学短期大学部美術科の学生による、市民の似顔絵
作成のイベントです。

10月27日 広島市まんが図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
漫画イラスト講座（中高
生向け）

プロの漫画家の先生に見てもらって、漫画やイラストを描きま
す。

10月28日 広島市まんが図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
漫画イラスト講座（小学
生向け）

プロの漫画家の先生に見てもらって、漫画やイラストを描きま
す。

11月3日,4日 広島市まんが図書館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 本の交換市
持ち込み・持ち帰り自由の不要まんが本の交換市を開催しま
す。

11月3日（予定）
上安バスターミナル２階
（ベルテガーデン１階）
（予定）

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館あさ閲覧室

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ イラスト漫画講座
小・中学生を対象としたクリスマスカード作成講座を開催しま
す。

11月17日 安公民館
財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館あさ閲覧室

http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ マッピーをさがせ2012 閲覧室に隠されたマッピーをさがすイベントです。
10月13日

～
11月18日

広島市まんが図書館あ
さ閲覧室

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市まんが図
書館あさ閲覧室

無料
http://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
国際アニメーション・
デー2012 in 広島

広島国際アニメーションフェスティバルの入賞作品から、選りす
ぐりの作品を上映します。

10月28日,
11月3日

広島市映像文化ライブ
ラリー

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市映像文化
ライブラリー

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/eizou/

広島県 広島市 ③ 全館無料開放
ホールでの映画鑑賞のほか、ビデオコーナーとオーディオコー
ナーでの視聴も無料となります。

11月3日
広島市映像文化ライブ
ラリー

財団法人広島市未来都市
創造財団 広島市映像文化
ライブラリー

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/eizou/

広島県 広島市 ③ 無料観覧日 特別展、コレクション展を無料で観覧いただけます。 11月3日 広島市現代美術館
財団法人広島市未来都市
創造財団　広島市現代美術
館

無料
http://www.hiroshima
-moca.jp

広島県 広島市 ③
「自転車のあゆみ－
もっと速く！さらに楽し
く！」

自転車の祖先といわれるものが登場しておよそ２００年、それ
から進化し、用途に合わせて洗練・特化されてきたさまざまな
自転車を紹介。期間中の土・日・祝は自転車の試乗会や講習
会などを実施。

11月1日～12月4
日

広島市交通科学館 広島高速交通株式会社
http://www.vehicle.ci
ty.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③ 施設の無料公開 施設の観覧料を無料にします。 11月3日 広島市交通科学館 広島高速交通株式会社 無料
http://www.vehicle.ci
ty.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
第六十二回広島市短
詩型文芸大会

開会式、記念講演会「創作の原点を問う」、俳句・短歌・詩・川
柳の応募作品の講評と入選発表を行います。

11月10日 広島市中央公民館
広島市短詩型文芸大会実
行委員会、中央公民館

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/chuo-k

広島県 広島市 ③ 子どもお茶教室
毎月第3日曜日に実施している、子ども向けのお茶教室です。
茶道を通して礼儀・作法を学び、日本文化を体験します。

10月21日,
11月18日

広島市竹屋公民館 広島市竹屋公民館
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/takeya-k

広島県 広島市 ③ 子ども日本舞踊塾
毎月第4土曜日に実施している、子ども向けの日本舞踊の教
室です。日本舞踊の基礎と礼儀作法を学びます。

10月27日 広島市竹屋公民館 広島市竹屋公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/takeya-k

広島県 広島市 ①，③
第27回舟入公民館ま
つり

地域住民の活動発表の場として作品展示・舞台発表・バザー
等を行います。

11月3日
,4日

広島市舟入公民館
舟入公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/funairi-
k/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ③ おはなし会
毎月第2・4金曜日に、テーマを決めてお話会をしています。10
月のテーマは｢とりいれ、お月さま、祭、昔話｣、11月のテーマ
は｢働く人、山、野菜、昔話｣です。

10月26日
,11月9日

広島市舟入公民館 広島市舟入公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/funairi-
k/index.html

広島県 広島市 ③ 絵本を楽しむ会
毎月第3月曜日に、テーマを決めて絵本の学習会をしていま
す。10月のテーマは｢科学絵本・虫の絵本｣、11月のテーマは｢
０・１・２・３の絵本紹介の会｣です。

10月15日,
11月12日

広島市舟入公民館 広島市舟入公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/funairi-
k/index.html

広島県 広島市 ③
みんなで遊ぼう　舟入
第三公園～舟入第三
公園活用事業～

公園に植えたさつまいもの収穫とさつまいもパーティーを開催
します。

10月20日 舟入第3公園 広島市舟入公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/funairi-
k/index.html

広島県 広島市 ①，③
文化・スポーツ・学びの
秋！！体験ひろば

日頃、牛田公民館で学習する趣味・教養団体による少林寺拳
法、ステンドグラス、切り絵、そば打ちなどの１日体験会を開催
します。

11月11日 牛田公民館 牛田公民館
牛田公民館
082-227-0706

広島県 広島市 ③ おはなし会 絵本の読み聞かせと手遊び等を行います。 11月10日 早稲田公民館 早稲田公民館 無料
早稲田公民館
082-502-1239

広島県 広島市 ①，③
第10回「早稲田ふれあ
いまつり」

公民館活動の成果発表と地域住民の交流を行います。 11月17日,18日 早稲田公民館
早稲田ふれあいまつり実行
委員会

早稲田公民館
082-502-1239

広島県 広島市 ①，③
第27回仁保公民館ま
つり

公民館利用グループ・地域団体等による作品展示、ステージ
発表、バザーなどを開催します。

11月17日,18日 仁保公民館
仁保公民館まつり実行委員
会

無料
仁保公民館
082-281-1831

広島県 広島市 ①，③
第２5回青崎公民館ふ
れあいフェスティバル

地域住民の活動発表と交流の場として舞台発表、作品展示、
バザーを開催します。

11月10日,11日 青崎公民館
青崎公民館ふれあいフェス
ティバル実行委員会

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/minamiku-
k/aosaki-

広島県 広島市 ①，②
大州中学校区ふれあ
い活動講演会

家庭や地域でできる子どもの心の教育について講演会を開催
します。

11月19日 青崎公民館
青崎公民館、大州中学校区
ふれあい活動推進協議会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/minamiku-
k/aosaki-

広島県 広島市 ③

趣味教養講座
アロマCafé
アロマに秘められた力
で美肌を作る

アロマテラピーの不思議を学びます。
（フェイシャルソープ（朝夜用2個）を作る）

10月19日 大河公民館 大河公民館
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ③
ライフデザインのため
のハッピーレッスン（全
2回）

あなた自身が大切にしていることに気づき、深くつながり、自然
体で充実した毎日を過ごすためのレッスンです。

10月4日,25日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ③ 子育て広場「ぴよぴよ」
子どもを遊ばせながら気楽におしゃべりできます。手遊びや絵
本の読み聞かせなどがあります。

10月18日,
11月15日

大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ③
親子で遊び隊
遊楽タイム

牛乳パックで小鳥の風車を作ります。 10月27日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ③ いきいきくらぶ
10月は「安心・安全なまちづくり」「ボール体操でからだもスッキ
リ」をテーマに学習します。

10月22日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ③ いきいきくらぶ
11月は「歴史探訪～八重の桜～」（来年のNHK大河ドラマの時
代背景)を学びます。

11月19日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ① パソコンほっとスペース 世界に一つだけの名刺づくりを行います。 10月28日 大河公民館 大河公民館
大河公民館
082-254-6731

広島県 広島市 ① パソコンほっとスペース
「今年の年賀状はこれで決まり！！」をテーマに年賀状作りを
学びます。

11月18日 大河公民館 大河公民館
大河公民館
082-254-6731

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ①，③
第30回三篠公民館ま
つり

公民館利用グループ・団体による作品展示、芸能発表等を行
い、地域住民の福祉の向上を図ります。

11月10日,11日
三篠公民館、三篠小学
校グラウンド

第30回三篠公民館まつり実
行委員会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/misasa-k/

広島県 広島市 ①，③
第３４回己斐公民館ま
つり

地域住民による芸能発表・作品展示・バザー・イベント等を行
います。

10月27日,28日
己斐公民館
ＪＲ西広島駅西口広場

己斐公民館まつり実行委員
会

無料
己斐公民館
082-273-1765

広島県 広島市 ①，③
第２７回祇園西公民館
まつり

地域住民の活動発表の場として作品展示・舞台発表・バザー
等を行います。

11月10日,11日 祇園西公民館
祇園西公民館、まつり実行
委員会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/gion-k/

広島県 広島市 ①，③
第４１回可部公民館ま
つり

公民館利用グループ・地域団体等の作品展示・芸能発表・バ
ザーなどを開催します。

11月3日,4日 可部公民館
第４１回可部公民館まつり
実行委員会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/kabe-k/

広島県 広島市 ③
広島学セミナーひろし
ま人物列伝～歴代政
治家編～

広島ゆかりの政治家である加藤友三郎と池田勇人の生きた時
代背景や人物像について学習します。

11月10日,17日 可部公民館 可部公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/kabe-k/

広島県 広島市 ①，②
第15回白木地区青少
年健全育成意見発表
大会

青少年の夢や提言などの意見発表会を開催します。 11月10日 白木公民館
白木町青少年健全育成連
絡協議会、白木公民館

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/shiraki-k/

広島県 広島市 ①，③
第36回白木公民館ま
つり

公民館利用グループ・地域団体・地域住民の活動発表・作品
展示を行います。

11月10日,11日 白木公民館
白木公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/shiraki-k/

広島県 広島市 ①，③
第２７回三入公民館ま
つり

地域住民の学習活動の成果発表及び地域での交流を図りま
す。

10月27日,28日 三入公民館
三入公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/miiri-k/

広島県 広島市 ① 日浦パソコン相談室
初心者対象のパソコン相談室です。パソコンに自由に触れ、分
からないところをボランティアの方に質問できます。

10月21日,
11月4日

日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ①，② 子どもあるある探検隊
児童対象の野外体験学習会。春に作付けしたさつまいもを収
穫します。

11月1日
(予定)

日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ①，③ 日浦公民館まつり
公民館学習グループ、地域団体等による学習成果発表などを
行います。

11月3日,4日 日浦公民館
日浦公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ①
ますます元気！体操教
室

高齢者対象の運動指導と健康についてのお話を聞きます。 11月5日 日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ① おやこ広場
絵本の読み聞かせ、本の紹介、手あそびなどを、乳幼児とそ
の保護者に提供し、家庭教育支援を行います。

11月8日 日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ③ わんぱくシアター 児童が楽しめる映画上映会を開催します。 11月22日 日浦児童館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ③ はつらつ教室
高齢者対象の文化教室です。この日は手芸で来年の干支飾り
を作ります。

11月22日 日浦公民館 日浦公民館 無料
http://www.cf.city.hir
oshima.jp/hiura-k/

広島県 広島市 ③
旧山陽道・大山峠を歩
こう

ボランティアガイドのもと、古代山陽道をJR八本松駅から大山
峠を経て一貫田(上瀬野)までの史跡を巡ります。

10月20日
旧山陽道
(JR八本松駅～JR瀬野

魅力ある町再発見プロジェ
クト実行委員会

瀬野公民館
082-894-8006

広島県 広島市 ①，③
第３８回瀬野公民館ま
つり

公民館活動グループ及び地域住民による活動発表・作品展
示・バザーなどを開催します。

11月3日,4日 瀬野公民館
瀬野公民館まつり実行委員
会

無料
瀬野公民館
082-894-8006

広島県 広島市 ①，③ 中野公民館まつり
公民館学習グループ、地域団体等による学習成果発表、展
示、バザー、などを開催します。

10月27日,28日 中野公民館
中野公民館まつり実行委員
会

無料
中野公民館
082-893-1234

広島県 広島市 ② 中学生職場体験学習
中学生が、望ましい職業観や勤労感を身につけることを目的と
して、地域の事業所の仕事を体験します。

11月14日,15日 中野公民館 広島市立瀬野中学校 無料
中野公民館
082-893-1234

広島県 広島市 ①
瀬野川の環境を考える
講座

川のあるまちづくりと次世代への環境保全を図るため、蛍の飼
育と放流の活動を行います。

11月10日 中野公民館 中野公民館 無料
中野公民館
082-893-1234

広島県 広島市 ①，③ 矢野公民館まつり
公民館学習グループ、地域団体等による学習成果発表、展
示、バザー、などを行います。

10月26日,
27日,28日

矢野公民館
矢野公民館まつり実行委員
会

無料
矢野公民館
082-888-0044

広島県 広島市 ①，③ 湯来南公民館まつり 地域住民の活動発表、作品展示、バザーなどを開催します。 10月28日 湯来南公民館
湯来南公民館まつり実行委
員会

無料
湯来南公民館
0829-86-0607

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 広島市 ①，③ 藤の木公民館まつり
公民館グループ・地域団体の活動発表の場として、作品展示・
芸能発表・バザー等を行います。

10月20日,21日 藤の木公民館
藤の木公民館まつり実行委
員会

無料
藤の木公民館
082-927-2496

広島県 広島市 ①，③
八幡東・利松公民館ま
つり

公民館活動グループ、地域団体などによる舞台発表、作品展
示、バザーなどを行います。

11月11日 八幡東小学校
八幡東・利松公民館まつり
実行委員会

無料

八幡東公民館
082-927-4543
利松公民館
082-928-8687

広島県 広島市 ①，④ 公民館まつり 高齢者対象の学習講座を開催します。 11月18日 坪井公民館 坪井公民館 無料
坪井公民館
082-921-0812

広島県 広島市 ①，③ 学ぼう大学
公民館グループ・地域団体等による作品展示、芸能発表、バ
ザー等を行います。

11月19日 坪井公民館 坪井公民館 無料
坪井公民館
082-921-0812

広島県 広島市 ①，③ 人権コンサート 管楽器のコンサートを開催します。 11月18日 美隅公民館 美隅公民館 無料
美隅公民館
082-923-0622

広島県 広島市 ①，③
第７回あいあいプラザ
まつり

活動グループによるステージ発表、作品展示、遊休品バザー
および食品バザーなど

11月3日 東地域交流センター
第７回あいあいプラザまつり
実行委員会

無料
東地域交流センター
082-261-1036

広島県 広島市 ①，③
第４３回ふくしま地区文
化祭

作品展示、舞台発表、バザー、イベント 11月10日～11日
広島市西地域交流セン
ター

第４３回ふくしま地区文化祭
実行委員会

無料
広島市西地域交流セ
ンター
082-231-1472

広島県 広島市等 ①,② 地域ぐるみで食育推進

県内の栄養教諭配置校が，地域の生産者の協力を得た農業
体験学習，給食試食会，親子料理教室等を開催したり，地域
のスーパーマーケット等と連携し，地場産物を活用した学校給
食献立や郷土料理のレシピを紹介する食育コーナーを設置す
る等して，学校における食育の取組について地域に発信する。

10月中旬～11月
中旬

県内栄養教諭配置校等 広島県教育委員会 無料
広島県教育委員会
豊かな心育成課
082-513-5037

広島県 広島市等 ①,②

子ども・若者育成支援
強調月間街頭啓発活
動「あいさつ・声かけ運
動該当啓発キャンペー
ン」

11月の子ども・若者育成支援強調月間にあたり，県内各地で
取り組まれている「あいさつ・声かけ運動」の更なる広がりを目
指し，県内３会場で該当啓発キャンペーンを実施します。

11月上旬の３日
間

県内３会場
（ＪＲ広島駅他，ＪＲ主要
駅２ヶ所）

廣島県庁
環境県民局
県民活動課

無料 082-513-2740

広島県
広島市東

区
①

歴史的観点から広島
の生活文化を考える

原始･古代の広島～広島市域を中心に
旧石器時代から奈良時代頃の遺跡により、歴史的・文化的特
性について考察していきます。

11月10日 牛田公民館
比治山大学・牛田公民館と
の連携事業「うしたカレッジ」
広島文化講座Ⅱ

無料

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/ushita-k/

http://www.hijiyama-
u.ac.jp/kouza/index.h
tml

事前に牛田公民館に
申し込みが必要。定
員30名

広島県
広島市東

区
①

歴史的観点から広島
の生活文化を考える

中世芸備の民衆生活
鎌倉・室町時代の安芸と備後に暮らしていた人々の生活につ
いて具体的に考えます。

11月17日 牛田公民館
比治山大学・牛田公民館と
の連携事業「うしたカレッジ」
広島文化講座Ⅱ

無料

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/ushita-k/

http://www.hijiyama-
u.ac.jp/kouza/index.h
tml

事前に牛田公民館に
申し込みが必要。定
員30名

広島県
広島市東

区
①

歴史的観点から広島
の生活文化を考える

江戸時代の広島城下について
江戸時代の広島城の築城と城下町の形成・発展，周辺農村と
の関係について考察します。

11月24日 牛田公民館
比治山大学・牛田公民館と
の連携事業「うしたカレッジ」
広島文化講座Ⅱ

無料

http://www.cf.city.hir
oshima.jp/ushita-k/

http://www.hijiyama-
u.ac.jp/kouza/index.h
tml

事前に牛田公民館に
申し込みが必要。定
員30名

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県
広島市東

区
②

第6回広島女学院大学
ゲーンス杯
「高校生英語スピーチ・
コンテスト2012」

高校生の皆さんに英語で論理的に自分の意見をまとめ、表現
する力を養っていただく機会を提供するために国際教養学部
主催で開催いたします。

11月3日
広島女学院大学（ソフィ
ア101）

広島女学院大学　国際教養
学部

無料
学部事務室
082-228-0381

広島県 福山市 ① 軍記物語に見る平清盛
軍記物語の清盛像を武将的、政治家的、女性に対する男性と
しての側面などいくつかの観点から考えてみたいと思います。

11月18日 広島県立歴史博物館
比治山大学・広島県立歴史
民俗資料館・広島県立歴史
博物館との共催公開講座

無料
http://www.hijiyama-
u.ac.jp/kouza/index.h
tml

事前の比治山大学に
申し込みが必要。定
員300名程度

広島県 福山市 ③
秋の企画展「考古学と
伝統工芸―今に伝わる
広島の伝統工芸―」

この展示会は，伝統的な諸工芸とその技術を歴史的に表現
し，現在の生活文化の礎ともなった伝統的な工芸や技術を再
認識する機会とします。（11月3日は入館料無料）

10月5日～
　11月18日

県立歴史博物館
県立歴史博物館学芸課・草
戸千軒町遺跡研究所

084-931-2513

広島県 福山市 ③
企画展関連行事
体験教室①

体験教室「木工体験」を開催します。
講師：松岡裕治（工芸会正会員）

10月27日 県立歴史博物館
県立歴史博物館学芸課・草
戸千軒町遺跡研究所

084-931-2513

広島県 福山市 ③
企画展関連行事
体験教室②

体験教室「七宝体験」を開催します。
講師：菅坂安子（工芸会正会員）

11月10日 県立歴史博物館
県立歴史博物館学芸課・草
戸千軒町遺跡研究所

084-931-2513

広島県 福山市 ③
企画展関連行事
展示解説

秋の企画展「考古学と伝統工芸―今に伝わる広島の伝統工芸
―」の展示解説を行います。
解説者
10月6日（土）：歴史博物館主任学芸員
10月7日（日）：小林良巳（陶芸・工芸会正会員）
10月14日（日）：後藤英夫（陶芸・工芸会正会員）
10月20日（土）：七代　金城一国斎（漆芸・工芸会正会員）

10月14日,20日,21
日,28日,

11月4日,11日,17
日,18日

県立歴史博物館
県立歴史博物館学芸課・草
戸千軒町遺跡研究所

084-931-2513

広島県 福山市 ③ 公開講座
講演会を開催します。
演題：「軍記物語に見る平清盛」
講師：吉山裕樹（比治山大学副学長・教授）

11月18日 県立歴史博物館
県立歴史博物館学芸課・草
戸千軒町遺跡研究所

無料 084-931-2513

広島県 福山市 ③
スポット展示「草戸千軒
出土の木製形代」

草戸千軒町遺跡からは，人や鳥・船・刀などをかたどったミニ
チュアの木製品が多数出土しており，呪術的な用途に使われ
た形代（かたしろ）だと考えられています。今回は，代表的な形
代を紹介し，当時の人々の呪術信仰の一端を紹介します。
（11月3日は入館料無料）

9月28日～
　11月22日

県立歴史博物館
県立歴史博物館学芸課・草
戸千軒町遺跡研究所

084-931-2513

広島県 福山市 ③
スポット展示「草戸千軒
出土の木製形代」展示
解説会

スポット展示「草戸千軒出土の木製形代」の展示解説を行いま
す。

11月10日 県立歴史博物館
県立歴史博物館学芸課・草
戸千軒町遺跡研究所

084-931-2513

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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広島県 福山市 ③
創作邦楽劇「草戸千軒
絵巻」

草戸千軒の実物大復原の町並を舞台に，秋の祭りの一日を，
福山市内の小学校３年生が邦楽劇で演じます。

11月10日 県立歴史博物館
県立歴史博物館学芸課・草
戸千軒町遺跡研究所

084-931-2513

広島県 福山市 ②
FUNチャレンジクラブ～
みんなで進め冒険の旅
～

木の葉っぱを使って，グループ全員が泊まれるグループの家
を作ります。グループのみんなの知恵で寒さを防ぎ，全員が一
泊するチャレンジです。

11月17日,18日
広島県立福山少年自然
の家

広島県立福山少年自然の
家

084-935-7166

広島県 福山市
①，②，

③
ふくやま子ども
フェスティバル２０１２

活動の発表・参加者による共同の作品・親子で楽しむ工作・紙
芝居・ニュースポーツ体験など

11月3日
まなびの館
ローズコム
中央公園

福山市 無料
生涯学習課
084-928-1243

広島県 福山市 ②
福山市立幼稚園・
小中学校展覧会

福山市立幼稚園の活動内容の紹
介及び小中一貫教育の取組みを各中学校区単位で展示しま
す。

(幼）10月30日,
（小･中）

 11月1日～7日

福山市役所
１Fロビー

福山市
教育委員会

無料
指導課
084-928-1183

広島県 府中市 ① 府中学びフェスタ
「府中市教育の日を定める条例」の趣旨にふさわしい様々な取
組の中核として，教育全般にわたる内容で実施する事業です。

10月27日,28日
南の丘（府中市立総合
体育館周辺）

府中学びフェスタ実行委員
会

無料
shogaku_edu@
city.fuchu.hiroshima.j
p

広島県 府中市 ②
府中市小中一貫教育
研究大会

市内のすべての小中学校で進めている小中一貫教育につい
ての成果を発表するとともに、今後の授業づくりについて分科
会に分かれて参加者と共に協議します。

11月13日
府中市立府中小学校・
府中中学校（府中学園）

府中市・府中市教育委員会 無料
gakkyou_edu@city.fuc
hu.hiroshima.jp

広島県 府中町 ①
図書館まつり
本のリサイクル市

絵本の読み聞かせ、寄贈本等のリサイクル、その他図書館に
関する展示などを行います。

11月3日
安芸府中生涯学習セン
タ－くすのきプラザ

府中町立図書館 無料 082-286-3405

広島県 府中町 ① ふちゅうウォーキング
①町民ウォーキング
②乳がん検診体験　　を行います。

11月4日
くすのきプラザ、町内街
路及び福寿館

府中町教育委員会 社会教
育課

無料 082-286-3272

広島県 府中町 ① ハロ－公民館まつり
公民館全活動者の参加による手作りのまつりです。学習成果
の発表、イベント（神楽団出演予定）を予定しています。

11月10日,11日 府中町立 府中公民館
ハロ－公民館まつり実行委
員会

無料 082-286-3275

広島県 三原市 ①
医療処置や検査を受
ける子どもと家族への
ケアモデル実践講座

子どもが検査や処置を受ける際の看護のケアモデルを活用し
て，子どもや家族の反応の意味を考え，日頃の実践について
考え，他の病院での実践についても情報交換を行います。

10月6日(土)～11
月17日(土)

県立広島大学
三原キャンパス

県立広島大学
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ①
ちょっと気になる子の
理解と支援講座

近年の発達障がいの捉え方を紹介します。「私の子育てを語
る」では，実際に子育てを通じて成長したことなどをお伝えしま
す。また日々の生活を豊かに生きるための取り組みを紹介し
ます。（三原シティカレッジ）

7月13日(金)～12
月14日(金)

県立広島大学
三原キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ①
学校・保育園・幼稚園
で活かす感覚運動活
動講座

対人関係が苦手な子ども，姿勢が悪い，集中力に問題を持つ
子どもには，子育て環境などの変化による，子どもの感覚運動
機能の発達の未熟性が背景として考えられます。気軽に取り
組める感覚運動活動を紹介します。

7月7日(土)～11月
17日(土)

県立広島大学
三原キャンパス

県立広島大学
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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広島県 三原市 ①
ストレス・メンタルヘル
ス軽減講座

ストレスについて，リラクゼーション法についてご紹介します。
リラクゼーション効果の高いアロママッサージを用い，簡単に
できるマッサージやアロマに使い方について学んでいきます。
（三原シティカレッジ）

9月8日(土)～11月
17日(土)

県立広島大学
三原キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ① 園芸福祉・園芸療法
花をはじめとする緑で幸せになろうという園芸福祉の考え方を
解説します。各自の思い描くプランターを作ります。（三原シ
ティカレッジ）

10月14(日), 21日
(日)

県立広島大学
三原キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ① ものづくりと健康づくり

陶芸・木工・編み物・ステンドグラス・ビーズなど自分がやりた
いものづくりを選びます。グループに分かれて，満足のいく作
品を完成するようにグループ内で助け合いながら作ります。
（三原シティカレッジ）

8月25日(土)～10
月27日(土)

県立広島大学
三原キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ①,④
医療処置や検査を受
ける子どもと家族への
ケアモデル実践講座

子どもが検査や処置を受ける際の看護のケアモデルを活用し
て，子どもや家族の反応の意味を考え，日頃の実践について
考え，他の病院での実践についても情報交換を行います。

10月6日～
　11月17日

県立広島大学
三原キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ①，④
ちょっと気になる子の
理解と支援講座

近年の発達障がいの捉え方を紹介します。「私の子育てを語
る」では，実際に子育てを通じて成長したことなどをお伝えしま
す。また日々の生活を豊かに生きるための取り組みを紹介し
ます。（三原シティカレッジ）

7月13日～
　12月14日

県立広島大学
三原キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ①，②
学校・保育園・幼稚園
で活かす感覚運動活
動講座

対人関係が苦手な子ども，姿勢が悪い，集中力に問題を持つ
子どもには，子育て環境などの変化による，子どもの感覚運動
機能の発達の未熟性が背景として考えられます。気軽に取り
組める感覚運動活動を紹介します。

7月7日～
　11月17日

県立広島大学
三原キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ①，④
ストレス・メンタルヘル
ス軽減講座

ストレスについて，リラクゼーション法についてご紹介します。
リラクゼーション効果の高いアロママッサージを用い，簡単に
できるマッサージやアロマに使い方について学んでいきます。
（三原シティカレッジ）

9月8日～
　11月17日

県立広島大学
三原キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ①，④ 園芸福祉・園芸療法
花をはじめとする緑で幸せになろうという園芸福祉の考え方を
解説します。各自の思い描くプランターを作ります。（三原シ
ティカレッジ）

10月14日,21日
県立広島大学
三原キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

広島県 三原市 ①，④ ものづくりと健康づくり

陶芸・木工・編み物・ステンドグラス・ビーズなど自分がやりた
いものづくりを選びます。グループに分かれて，満足のいく作
品を完成するようにグループ内で助け合いながら作ります。
（三原シティカレッジ）

8月25日～10月27
日

県立広島大学
三原キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200
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広島県 三原市 ③

県立広島大学三原キャ
ンパス
第18回大学祭「浮城
祭」

学生企画による多彩なイベントを開催。お笑いライブなど。
11月10月日～11

日
県立広島大学
三原キャンパス

広島県庁
環境県民局
学事課

無料
県立広島大学　三原
キャンパス

広島県 三原市 ②
三原教育フェスティバ
ル

三原市内の小中学校が「総合的な学習の時間」「特色ある学
校づくり」の取組の成果を市民に発表します。

10月27日 三原市リージョンプラザ 三原市教育委員会 無料
学校教育課
0848-67-6155

広島県 三原市 ①
「三原教育の日」講演
会

市民全体で子どもを育てる必要性とその効果について理解を
深めてもらうため，市民や教育関係者を対象にした「三原教育
の日」講演会を開催します。

11月1日 三原市リージョンプラザ 三原市教育委員会 無料
教育振興課
0848-67-6152

広島県 三原市 ②
第７回”夢を開こう”三
原弁論大会

三原市内の小中学校の児童生徒が「夢」「大切なもの」「打ち込
んでいるもの」について意見発表を行います。

11月10日
三原市本郷生涯学習セ
ンター

三原市教育委員会 無料
学校教育課
0848-67-6155

広島県 三原市 ②
第９回三原市中学生英
語スピーチコンテスト

三原市内の中学生が「My Dream」「My Family」「My Friend」
「My School」について英語による意見発表を行います。

11月10日
三原市本郷生涯学習セ
ンター

三原市教育委員会 無料
学校教育課
0848-67-6155

広島県 三次市 ① 軍記物語に見る平清盛
軍記物語の清盛像を武将的、政治家的、女性に対する男性と
しての側面などいくつかの観点から考えてみたいと思います。

11月24日
広島県立歴史民俗資料
館

比治山大学・広島県立歴史
民俗資料館・広島県立歴史
博物館との共催公開講座

無料
http://www.hijiyama-
u.ac.jp/kouza/index.h
tml

事前に比治山大学に
申し込みが必要。定
員120名程度

広島県 三次市 ③

秋の特別企画展
「中国山地の原始・古
代
－その時，山は輝いて
いた－」
展示解説会

秋の特別企画展「中国山地の原始・古代－その時，山は輝い
ていた－」の展示解説を行います。

10月14日,28日 県立歴史民俗資料館
県立歴史民俗資料館学芸
課

URL:http://www.man
abi.pref.hiroshima.lg.jp
/rekimin/

0824-66-2881

広島県 三次市 ③
第5回文化財講座
特別企画展開催記念
講演会③

特別企画展開催記念講演会を行います。
演題：「ここまでわかった中国山地の原始・古代 ２」
講師：梅本健治（（財）広島県教育事業団主任調査研究員）・山
田繁樹（（財）広島県教育事業団調査研究員）・妹尾周三（東広
島市教育委員会参事）

10月20日 県立歴史民俗資料館
県立歴史民俗資料館学芸
課

無料

URL:http://www.man
abi.pref.hiroshima.lg.jp
/rekimin/

0824-66-2881

広島県 三次市 ③
シンポジウム（特別企
画展開催記念・史跡指
定40周年記念）

特別企画展開催記念・史跡指定40周年記念のシンポジウムを
開催します。
テーマ：「中国山地の古墳時代を考える」
講師：白石太一郎（大阪府立近つ飛鳥博物館長）・桑原隆博
（広島県教育委員会文化財課長）・伊藤実（（財）広島県教育事
業団埋蔵文化財調査室長）・植田千佳穂（県立歴史民俗資料
館長）
コーディネーター：古瀬清秀（広島大学教授）

10月27日 県立歴史民俗資料館
県立歴史民俗資料館学芸
課

無料

URL:http://www.man
abi.pref.hiroshima.lg.jp
/rekimin/

0824-66-2881
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広島県 三次市 ③ ワークショップ
特別企画展関連
「勾玉をつくろう」を開催します。

10月14日,21日,28
日,

11月3日,4日
県立歴史民俗資料館

県立歴史民俗資料館学芸
課

無料

URL:http://www.man
abi.pref.hiroshima.lg.jp
/rekimin/

0824-66-2881

広島県 三次市 ③ ワークショップ
特別企画展関連
「ペーパークラフト」「ぬりえ」「土器・ハニワパズル」「古代衣装
体験」を開催します。

9月14日～
　11月4日

県立歴史民俗資料館
県立歴史民俗資料館学芸
課

無料

URL:http://www.man
abi.pref.hiroshima.lg.jp
/rekimin/

0824-66-2881

広島県 三次市 ③
歴史民俗展示
「ランドマーク　ひろしま
をいろどる施設たち」

「登録有形文化財」に登録され，広島県のランドマークとなって
いる建造物を写真で紹介します。
（11月3日は入館料無料）

9月21日～
　12月27日

県立歴史民俗資料館
県立歴史民俗資料館学芸
課

URL:http://www.man
abi.pref.hiroshima.lg.jp
/rekimin/

0824-66-2881

広島県 三次市 ①
みよしふるさとランチの
日

・ 地場産業の活用促進
・ 給食献立への郷土食の活用
・ 食育の推進

10月19日
小・中学校，保育所，給
食（共同）調理場

三次市 無料
学校教育係
0824-62-6344

広島県 三次市 ③
劇団四季三次公演「王
様の耳はロバの耳」

劇団四季によるミュージカル「王様の耳はロバの耳」の上演を
行います。

11月18日 三次市文化会館
劇団四季三次公演実行委
員会

三次市文化会館
0824-63-6335

広島県 三次市 ③
平成24年度食育絵画コ
ンクール表彰式（みよし
健康福祉まつり）

児童が健康で豊かな人間性を育むために，食育への関心を深
め，健全な食習慣を身につけることを目的として，絵画コンクー
ルの表彰を行います。

11月11日
三次市福祉保健セン
ター

三次市福祉保健部健康推
進課

無料
健康食育推進係
0824-62-6232
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