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広島県 安芸太田町 ② 安芸太田町中学校合同文化祭
安芸太田町内の中学校生徒が日頃学習している内容をステージで発表し
ます。

11月4日 戸河内ふれあいセンター
安芸太田町立加計中学校，
安芸太田中学校

無料
安芸太田中学校
0826-32-2244

広島県 安芸太田町 ② 五サー市でのマーチングバンド演奏
地域行事である「五サー市」において，地域貢献活動と位置付け，日頃練
習しているマーチングバンドの演奏を披露します。

11月11日 加計商店街 五サー市実行委員会 無料
加計小学校
0826-22-0049

広島県 安芸太田町 ① 筒賀ふるさと祭り
地元の中学生はステージ発表の他，ボランティアで，運営や準備・片付け
をします。

11月11日
筒賀福祉センター 安芸太田町社会福祉協議会 無料

安芸太田中学校
0826-32-2244

広島県 安芸高田市 ①
第6回川村毅杯安芸高田市
小学生駅伝競走大会

安芸高田市内全小学校からの代表児童が、未来に向けて夢と希望を掲
げ、駅伝を通じてスポーツの基本である運動能力・協力する心を育みま
す。

11月17日
安芸高田市
吉田運動公園

安芸高田市
陸上競技協会

無料 0826-57－1616
安芸高田市
高宮B＆G海洋セン
ター

広島県 安芸高田市 ③
八千代の丘美術館企画展
「小田善郎洋画展」

洋画家　小田善郎の作品を展示します。 9月1日～12月3日 八千代の丘美術館
安芸高田市
教育委員会

http://www.akitakata.j
p/ja/yachiyonooka/

0826-52－3050
安芸高田市
八千代の丘美術館

広島県 安芸高田市 ③ 秋季企画展「安芸宍戸氏」
今年生誕500年となる戦国武将宍戸隆家を中心に、毛利氏を支えた中世
安芸宍戸氏の初めての展示会。古文書を中心とした関係資料を展示しま
す。

10月27日～12月9日
安芸高田市
歴史民俗博物館

安芸高田市
教育委員会

http://www.akitakata.j
p/ja/hakubutsukan/

0826-42－0070
安芸高田市
歴史民俗博物館

広島県 江田島市 ① 第13回図書館フェスタ 企画展，体験教室，読み聞かせ，古本市などを開催します。 10月14日 能美図書館 能美図書館 無料
能美図書館
0823-45-0075

広島県 江田島市 ① 第33回ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン大会
潮風とともに走れるふれあいマラソンをキャッチフレーズに，公認ハーフ
コースをはじめ，各種目を設け開催します。

10月21日
大柿高等学校グラウンド
及びその周辺

ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン大会
実行委員会

ヒロシマ
ＭＩＫＡＮマラソン
事務局
0823-45-5155

広島県 江田島市 ①，③ 第14回江田島市美術展
創作発表及び文化芸術に触れる場とするため展示会やミニコンサートを
開催します。

11月3日～5日
わくわくセンター
（江田島市農村環境改善
センター）

江田島市・江田島市教育委員会 無料
江田島市教育委員会
生涯学習課
0823-43-1902

広島県 江田島市 ①，③ 文化協会作品発表会 文化協会会員を中心に，創作発表・交流の場として開催します。 11月3日～5日
わくわくセンター
（江田島市農村環境改善
センター）

江田島市文化協会 無料
江田島市民センター
別館
0823-42-0015

広島県 江田島市 ①
第13回江田島市子ども会連合会
ドッヂビー大会

市内全域児童を対象に，ニュースポーツを通した交流会を開催します。 11月10日
江田島市スポーツセン
ター

江田島市子ども会連合会 無料
江田島市教育委員会
生涯学習課
0823-43-1902

広島県 江田島市 ① 平成30年度 江田島市生涯学習講演会
同日実施のフェスティバル江田島会場内において，生涯にわたる学びを
推進する講演会を開催します。

11月18日 江田島青少年交流の家 江田島市教育委員会 無料
江田島市教育委員会
生涯学習課
0823-43-1902

広島県 大崎上島町 ① 第３回えるフェス
絵本の読み語りや出展（店）者による小物の販売などを行う野外イベント
です。

10月20日 情報プラザ・エル前広場 大崎上島町教育委員会 無料
教育課
0846-64-3055

広島県 大崎上島町 ① 人権文化講演会 住民を対象に人権講演会を行います。 11月23日 大崎上島町文化センター
大崎上島町
大崎上島町教育委員会

無料
教育課
0846-64-3055

広島県 大崎上島町
②，③，
④

商船祭
高専生の技術を活かし作成したアトラクションの開放，文化系クラブの作
品展示，模擬店の出店を行います。

10月27日から
10月28日

広島商船高等専門学校 広島商船高等専門学校 無料
http://www.hiroshima-
cmt.ac.jp/

学生課学生係
0846-67-3023

広島県 大崎上島町 ② オープンスクール 学校，学科の紹介と学校見学を行います。 10月28日 広島商船高等専門学校 広島商船高等専門学校 無料
http://www.hiroshima-
cmt.ac.jp/admissions/
open.html

学生課教務係
0846-67-3022

広島県 大竹市 ①，② 青少年育成講演会 青少年の健全育成・教育に関する講演会です。 12月1日 総合市民会館
青少年育成センター
大竹市教育委員会
ＰＴＡ連合会

無料
大竹市教育委員会
生涯学習課
0827-53-5800

第60回「教育・文化週間」関連行事
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広島県 大竹市 ③ 大竹市文化祭
日本画・洋画・工芸・書・漢詩等の展示および川柳大会，芸能の祭典で
す。

10月6日～12月2日 ギャラリーおおたけ他 大竹市文化祭実行委員会 無料
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 小・中学生 高校生の音楽コンサートです。 10月28日 アゼリアホール ジュニアコンサート実行委員会 無料
大竹市教育委員会
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 コーラス団体による合唱です。 11月11日 アゼリアホール
コーラスフェスティバル実行委員
会

無料
大竹市教育委員会
生涯学習課
0827-53-5800

広島県 尾道市 ①，③ おのみち歴史博物館特別展
特別展「村上海賊　調査成果報告巡回展」を開催します。（因島水軍城か
らの巡回展です。）

9月22日～10月28日 おのみち歴史博物館 尾道市教育委員会
文化振興課
0848-20-7492

広島県 尾道市 ① 吉田路子切り絵展
秋の読書週間にちなみ、切り絵「宮沢賢治－祭の晩－」14点を展示しま
す。

10月2日～30日 尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ① 昆虫標本展示 近隣で採取された昆虫を標本にして、展示します。 10月2日～11月30日 尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ① よちよちまめっちょおはなし会
1才～2才児と保護者対象。絵本の読み聞かせ、歌遊び、手遊びなどをし
ます。

10月3日，11月7日
尾道市立向島子ども図書
館

尾道市立向島子ども図書館 無料
尾道市立向島子ども図書
館
0848-44-0144

広島県 尾道市 ① 読んでねブックおはなし会
0歳～未就園児とその保護者を対象に絵本の読み聞かせや手遊びなどし
ます。

10月5日，11月2日 尾道市立中央図書館 尾道市立中央図書館 無料
尾道市立中央図書館
0848-37-4946

広島県 尾道市 ① おはなしと音を楽しむ会 幼児・小学生を対象にしたリズム運動や絵本の読み聞かせです。 10月6日 尾道市立瀬戸田図書館 尾道市立瀬戸田図書館 無料
尾道市立瀬戸田図書館
0845-27-1877

広島県 尾道市 ① おはなし会 幼児・小学生を対象にした絵本の読み聞かせです。
10月6日，13日，14日，20
日，27日，11月3日，
4日，10日，17日，24日

尾道市立みつぎ子ども図
書館

尾道市立みつぎ子ども図書館 無料
尾道市立
みつぎ子ども図書館
0848-76-3111

広島県 尾道市 ① おはなし会 絵本や紙芝居の読み聞かせです。
10月6日，13日，20日，
27日，11月3日，10日，
17日，24日

尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ① おはなし会 絵本、大型絵本、紙芝居などの読み聞かせです。
10月6日，13日，20日，
11月3日，10日，17日

尾道市立向島子ども図書
館

尾道市立向島子ども図書館 無料
尾道市立
向島子ども図書館
0848-44-0144

広島県 尾道市 ①，③ 第8回マンガ大賞展
市内在住か通学している小・中・高生を対象に《１コマの部》《４コマの部》
の作品を公募し、応募作品を展示します。

10月6日～21日
尾道市立美術館　2階ロ
ビー

尾道市 無料
文化振興課
0848-20-7514

広島県 尾道市 ①，③ 尾道小径散策秋の茶会2018 文化協会所属の4流派による茶会を開催します。 10月7日 浄土寺・西國寺・浄泉寺 尾道市文化協会
文化振興課
0848-20-7514

広島県 尾道市 ① プレママ0・1・2才児対象おはなし会
0・1・2才児と保護者を対象に絵本の読み聞かせ、歌遊び、手遊びなどをし
ます。

10月10日，24日，
11月14日，28日

尾道市立向島子ども図書
館

尾道市立向島子ども図書館 無料
尾道市立
向島子ども図書館
0848-44-0144

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
教育指導課
学事係
0848-20-7474

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 尾道市 ① おはなし会・えいが会 幼児・小学生対象に絵本の読み聞かせと映画の上映をします。
10月12日，26日，
11月9日，23日

尾道市立中央図書館 尾道市立中央図書館 無料
尾道市立中央図書館
0848-37-4946

広島県 尾道市 ① おはなし会
幼児・小学生を対象にした絵本や紙芝居、エプロンシアターでの読み聞か
せです。

10月13日，11月10日 尾道市立瀬戸田図書館 尾道市立瀬戸田図書館 無料
尾道市立瀬戸田図書館
0845-27-1877

広島県 尾道市 ① 英語でおはなし会 幼児対象に英語の歌や手遊び、絵本の読み聞かせをします。 10月14日，11月11日 尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ① 因島文学散歩 因島が舞台になっている文学作品を鑑賞します。 10月17日，11月21日 尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ②，③ 尾道市小中学校音楽コンクール 全小中学校が課題曲と自由曲の2曲を合唱しグランプリ校を選出します。

小学校
10月17日
中学校
10月18日

しまなみ交流館 尾道市教育委員会 無料
教育指導課
確かな学力育成係
0848-20-7455

広島県 尾道市 ① アニメ上映会 アニメーション作品を上映します。
10月21日，28日，
11月18日，25日

尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ① ストーリーテリングの世界へようこそ
かたり手がおはなしを覚えて、生の声で語るストーリーテリング。ヘルマン
ハープの音色とともに楽しみましょう。

10月21日，11月18日
尾道市立向島子ども図書
館

尾道市立向島子ども図書館 無料
尾道市立向島子ども図書
館
0848-44-0144

広島県 尾道市 ① 朗読勉強会 朗読の基本や作品の選び方を学びます。 10月24日，11月28日 尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ①，③ 第3回瀬戸田地区文化祭 尾道市文化協会瀬戸田地区会員による美術作品等展示、舞台発表です。 10月27日～28日 瀬戸田市民会館ほか 尾道市文化協会（瀬戸田地区） 無料
文化振興課
0848-20-7514

広島県 尾道市 ①，③ 第17回高校生おのみち演劇祭 高校生演劇の尾三地区予選会です。 10月28日 しまなみ交流館 尾道市文化協会 無料
文化振興課
0848-20-7514

広島県 尾道市 ③ 坂元千恵子きりえ展 「旅の思い出」をテーマにきりえ作品8点を展示します。 11月1日～29日 尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ①，② 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
教育指導課
豊かな心と体育成係
0848-20-7454

広島県 尾道市 ①，③ 市民音楽芸能祭2018 音楽、芸能団体による舞台発表です。 11月3日～4日 しまなみ交流館 尾道市・尾道市文化協会 無料
文化振興課
0848-20-7514

広島県 尾道市 ① 科学脳トレ講座
秋の読書週間にちなみ、最新科学の話題や脳のトレーニング、簡単なも
のづくりを指導します。

11月4日 尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

広島県 尾道市 ①，③ 因島地区総合文化祭2018
尾道市文化協会因島地区会員による舞台発表、美術作品展示、囲碁や
将棋の広場を開催します。

11月10日～11日 因島市民会館ほか 尾道市文化協会（因島地区） 無料
文化振興課
0848-20-7514

広島県 尾道市 ①，③ 第58回広島県高等学校総合演劇大会 高校生演劇の広島県大会です。 11月10日～11日 しまなみ交流館
広島県高等学校演劇協議会
尾道市

無料
文化振興課
0848-20-7514
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広島県 尾道市 ① 人形劇 人形劇のほか大型紙芝居や手あそびなどを行います。 11月11日
尾道市立みつぎ子ども図
書館

尾道市立みつぎ子ども図書館 無料
尾道市立
みつぎ子ども図書館
0848-76-3111

広島県 尾道市 ①，③
第36回尾道市文化協会総合文化祭「尾
道の美展2018」

尾道市文化協会美術、華道部会員による作品展示です。 11月14日～11月18日
尾道市民センターむかい
しま

尾道市文化協会 無料
文化振興課
0848-20-7514

広島県 尾道市 ①，③ 北前船寄港地フォーラムin尾道
フォーラムやレセプション，エクスカーションの実施を通して、文化交流と観
光振興をはかるフォーラムです。

11月15日～11月17日 しまなみ交流館ほか
北前船寄港地フォーラムin尾道
実行委員会

文化振興課
0848-20-7515

広島県 尾道市 ① 第54回尾道市青少年健全育成大会
表彰式,作文発表,アトラクションを行います。【マーチングバンド（日比崎小
学校）・吉中太鼓（吉和中学校）】

11月23日 むかいしま文化ホール 尾道市・尾道市教育委員会 無料
尾道市青少年センター
0848-37-8744

広島県 尾道市 ①，③ 第37回女流本因坊戦第3局　尾道対局 女流の囲碁タイトル戦。前夜祭や大判解説会を実施します。 11月中
本因坊秀策囲碁記念館
秀策生家（再現）ほか

尾道市
囲碁のまちづくり推進協議会ほ
か

文化振興課
0848-20-7516

広島県 海田町 ① 「体育の日」記念スポーツ交流会
町内在住・在勤・在クラブの方を対象とした大会です。競技の専門性が低
く、親しみやすいため高齢者が小学生に指導する等、世代間の交流も盛
んなスポーツ大会です。（グラウンド・ゴルフ大会）

10月8日 海田中学校
海田町教育委員会
海田町スポーツ推進委員協議
会

海田町教育委員会
事務局生涯学習課
082－823-9217

広島県 海田町 ①，② ふれあいコンサート 小・中・高・一般の吹奏楽部等音楽団体の合同演奏会です。 11月4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
082-823-9217

広島県 海田町 ② 海田中学校区公開研究会
「広島版『学びの変革』アクション･プラン」に基づき，小中学校合同で公開
研究会を実施します。授業公開，分科会，研究報告等を行います。

10月10日 海田中学校

海田町教育委員会
海田東小学校
海田南小学校
海田中学校

無料
海田町教育委員会事務局
学校教育課
082－823-9216

広島県 北広島町 ① 千代田ブロック一斉ボランティア清掃
千代田地域の小中高の児童生徒と保護者・地域の方々と連携して地域の
清掃活動を行います。

10月23日

各学校周辺
（川迫小，八重小，八重東
小，壬生小，本地小，千代
田中，千代田高校）

千代田地域学校支援連絡協議
会

無料
北広島町教育委員会
生涯学習課
050-5812-1864

広島県 北広島町 ②，③ ともに千代田っ子を育てる会
教育講演会を行うとともに，千代田地域の小中高の児童生徒及びPTA代
表が思いを込めた意見発表を行います。

11月16日 北広島町役場
千代田地域学校支援連絡協議
会

無料
北広島町教育委員会
生涯学習課
050-5812-1864

広島県 北広島町 ②，③ 学習発表会・地域文化祭 児童及び地域住民による学習，文化・芸能等の発表会が行われます。 11月11日
川迫小学校
（体育館）

川迫小学校
川戸振興会

無料
川迫小学校
050-5812-3024

広島県 北広島町 ② 地域公開・ふれあい秋祭り
算数科においてＩＣＴを効果的に活用する地域公開研究会です。午後は地
域とタイアップした祭を行います。

11月11日
壬生小学校
（校舎及び体育館）

壬生小学校
壬生地区地域振興協議会

無料
壬生小学校
0826-72-2014

広島県 北広島町 ②，③
豊平学園（豊平小・中学校）地域公開・文
化祭

小中合同で授業公開・研究発表する他，児童生徒が「ふるさと学習」で学
んだことをステージで発表するとももに，ふるさと学習で収穫したものを地
域に還元します。

10月27日
豊平小学校
豊平中学校
（校舎及び体育館等）

豊平小学校
豊平中学校

無料

豊平小学校
0826-85-0850
豊平中学校
0826-83-0160

広島県 北広島町 ①，③ 豊平そばまつり
地域行事の中で，豊平学園の児童生徒がそば打ちを行ったり，ステージ
発表をしたりします。

11月18日 豊平運動公園 そばまつり実行委員会 無料
どんぐり財団
0826-84-1414

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 北広島町 ①，②
第33回 家庭と学校と地域を結ぶ教育の
集い

芸北地域の小中高の児童生徒が意見主張を行います。
茅プロジェクトの活動報告や茅刈り参加への呼びかけを行います。

10月23日 芸北文化ホール

第33回家庭と学校と地域を結ぶ
教育の集い実行委員会
（芸北ブロックＰＴＡ連合会，青少
年育成推進協議会芸北支部，
芸北ブロック教育研究会，芸北
地区保護司会，北広島町教育
委員会生涯学習課，役場芸北
支所地域振興係）

無料

広島県山県郡
北広島町川小田
10075番地54
050-5812-2070

広島県 北広島町 ①，③ 第41回　おおあさふるさとまつり
旧大朝町内の各団体が舞踊・音楽・演芸等の日頃の成果を発表する場で
す。大朝小・中学校は合唱で，新庄小学校は地域の伝統芸能「はやしだ」
で参加します。

11月4日
北広島町
大朝体育館

おおあさふるさとまつり実行委
員会

無料
大朝地域協議会
事務局
0826-82-2211

広島県 熊野町 ③ 筆が奏でる琳派の美
江戸時代、本阿弥光悦・俵屋宗達によって創始され、継承されてきた日本
の美術様式「琳派」の名作を紹介します。

9月22日～11月4日
筆の里工房
ギャラリー

一般財団法人
筆の里振興事業団

筆の里工房
082-855-3010

広島県 熊野町 ③ 筆が奏でる琳派の美ギャラリートーク 学芸員による展覧会の作品解説をします。
9月29日，10月6日，
13日，20日，27日，
11月3日

筆の里工房
ギャラリー

一般財団法人
筆の里振興事業団

筆の里工房
082-855-3010

広島県 熊野町 ①，③
琳派を体感
たらしこみネイルに挑戦！

胡粉ネイルとアクリル絵の具を使って「たらしこみネイル」に挑戦します。 9月22日～11月4日
筆の里工房
交流ラウンジ

一般財団法人
筆の里振興事業団

筆の里工房
082-855-3010

広島県 熊野町 ①，③ 佐藤芙蓉写経教室
自然に囲まれ、ゆったりと写経をしませんか。初心者にも丁寧に指導しま
す。

10月25日～27日
筆の里工房
アトリエ

一般財団法人
筆の里振興事業団

筆の里工房
082-855-3010

広島県 呉市 ③
けんみん文化祭ひろしま’18
「合唱・洋楽の祭典」

県民の皆様の文化活動の発表，鑑賞，交流の場として開催する「けんみ
ん文化祭ひろしま」の「合唱・洋楽」分野の発表です。

11月18日 呉市文化ホール
けんみん文化祭
ひろしま実行委員会

http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県 呉市 ① 技能祭
職業能力開発施設の訓練内容を紹介する多彩なイベントを開催します。
（ものづくり体験，公開実習など）

10月27日 県立呉高等技術専門校 県立呉高等技術専門校 無料
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/soshiki/184/

広島県 呉市 ③ 第28回シビックモール潤いコンサート
毎月最終金曜日
お昼のひととき，気軽に音楽を楽しんでみませんか。
（出演者：呉市文化振興財団登録アーティスト）

10月26日
呉市庁舎1階
シビックモール

呉市文化振興課 無料
文化振興課
0823-25-3462

広島県 呉市 ③ 第29回シビックモール潤いコンサート
毎月最終金曜日
お昼のひととき，気軽に音楽を楽しんでみませんか。
（出演者：呉シティ・ウィンド・アンサンブル）

11月30日
呉市庁舎1階
シビックモール

呉市文化振興課 無料
文化振興課
0823-25-3462

広島県 呉市 ③ 呉市秋の文化祭
呉市文化団体連合会が，文化の秋を盛り上げます。舞台部門から展示部
門まで，各団体が創意工夫に満ちた発表をお届けします。

10月21日～
市内7会場
(くれ絆ホール，呉市文化
ホール，つばき会館ほか)

呉市文化振興課
文化振興課
0823-25-3463

広島県 呉市 ③
藤井清水音楽祭Vol.17
～国際音楽の日コンサート～

呉市出身の作曲家「藤井清水」の曲を，地元団体とゲストの演奏により発
信します。
ゲストは，河部真里さん・乗松恵美(ソプラノ)さん，北林聖子(ピアノ)さん

10月7日 呉市文化ホール
公益財団法人呉市文化振興財
団，呉市文化振興課

文化振興課
0823-25-3463

広島県 呉市 ③
呉の文化財訪ね歩き
旧澤原家住宅見学会

旧澤原家住宅（国重要文化財）を一般公開することで，地域の活きた歴史
として活用を図ります。

10月19日，11月16日
旧澤原家住宅
（呉市長ノ木町）

呉市文化振興課 無料
文化振興課
0823-25-3463

見学には申し込みが
必要

広島県 呉市 ③ 第16回朝鮮通信使再現行列
地域の歴史の掘りおこしと日韓友好への一助を目的に、江戸時代の善隣
友好使節団「朝鮮通信使」行列を再現します。

10月21日 下蒲刈町内
公益財団法人
蘭島文化振興財団，呉市，
朝鮮通信使行列保存会　他

無料
公益財団法人
蘭島文化振興財団
0823-65-2029

広島県 呉市 ③
呉市立美術館　特別展～シャガール展
“愛の画家”珠玉の版画コレクション～

シャガールの代表的な版画連作の中から，傑作として名高い《ダフニスと
クロエ》など7つのシリーズ版画およそ270点を展示します。

9月22日～11月11日 呉市立美術館
呉市立美術館，呉市，公益財団
法人呉市文化振興財団，中国
新聞社

呉市立美術館
0823-25-2007

広島県 呉市 ③
南薫造記念館
「近代日本洋画の巨匠　南薫造」

呉市安浦町に生まれ，印象派の画家として近代日本洋画史に大きな足跡
を残した南薫造の，大らかな魅力を紹介します。

～1月27日 南薫造記念館 呉市
文化振興課
0823-25-3462

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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
「音楽の玉手箱」
X【iksa】&ﾌｧﾙﾌｧｰﾚのコンサート

島根県在住のヴァイオリニスト辺見康孝さんと，大阪府在住のハーピニス
ト松村多嘉代さんによるユニット『Ⅹ【iksa】』と，松村多嘉代さんと松村衣里
さんの姉妹によるハープデュオ『ファルファーレ』によるホールコンサートで
す。

10月28日
川尻まちづくりセンター
ベイノロホール

ベイノロホール実行委員会

https://www.city.kure.l
g.jp/site/matidukurisen
nta/ongakunotamateba
ko-kawajiri-ontema-
oosedotisima.html

川尻まちづくりセンター

広島県 呉市 ①，③ 川尻町文化祭 川尻町文化芸術連盟の会員による作品展示発表とお茶席を開催します。 11月3日～4日 川尻まちづくりセンター 川尻町文化芸術連盟
川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

広島県 呉市
①，②，
③

第70回広地区教育祭

 　先人の「教育第一」の精神を受け継ぎ、地域ぐるみで取り組むことを目
的として、児童・生徒作品展，秋の文化祭発表会、講座・サークル発表会、
音楽祭，合唱祭，大書揮毫，教育功労者表彰式、歴史講演会、剣道大
会、ロードレース大会、バスケットボール大会を実施します。

11月1日，25日
広市民センター
呉市総合体育館他

呉市（広市民センター）
広まちづくり推進協議会

広まちづくりセンター
0823-71-2151

広島県 呉市 ③ きらめき音楽館 アルゼンチンタンゴバンドによる無料コンサートです。 10月6日
安浦まちづくりセンター 公益財団法人

安浦町生涯学習振興財団
無料

安浦町
生涯学習振興財団
0823-84-7987

広島県 呉市 ③ 三遊亭小遊三一門会
日本の伝統文化落語
笑点でおなじみ三遊亭小遊三安浦寄席です。

10月21日
安浦まちづくりセンター 公益財団法人

安浦町生涯学習振興財団

安浦町
生涯学習振興財団
0823-84-7987

広島県 呉市 ①，③ 安浦町文化祭 市民の文化活動の発表(作品展示・芸能発表)を行います。 11月3日～4日
安浦まちづくりセンター
安浦体育館

安浦町文化団体連絡協議会
安浦まちづくりセンター

無料
安浦まちづくり
センター
0823ｰ84ｰ3636

広島県 呉市 ③ 警固屋地区文化祭 市民の文化活動の発表（芸能発表，作品展示）を行います。 11月10日～11日 警固屋まちづくりセンター 警固屋文化連盟 無料
警固屋まちづくりセンター
0823-28-0200

広島県 呉市 ③ 下蒲刈町民文化祭
講座・一般（保・小・中含）の学習成果の作品展示発表，お茶席，文化講
演，女性会によるうどん等の販売を行います。

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，下蒲刈町ま
ちづくり協議会，下蒲刈まちづく
りセンター

無料
下蒲刈まちづくり
センター
0823-65-2027

広島県 呉市 ① 郷原町文化祭
   町の大人と子供が，各自で制作した美術，手工芸等の作品展示や，音
楽，舞踊等の発表を相互鑑賞したり，伝統文化に触れる体験をするなどし
て，子供たちの感性や表現力を幅広く豊かに高める文化祭です。

10月20日，11月21日
郷原まちづくりセンター
２階，３階各室

郷原町文化連盟，郷原まちづく
りセンター

無料
www.city.kure.lg.jp/~go
harasc/gohak/goharak
ouminnkantop.html

定員等参加者制限な
し

広島県 呉市 ① お宝ＢＯＯＫ交換会

   一定期間，所定のコーナーで，町の大人と子供が，「自分が読んで良
かったので，他の人にも読んでほしい」と思う本を持ち寄ったり，読みたい
本を持ち帰ったりして，本を交換し合うことにより，子供たちの本・読書へ
の関心・意欲を高め，まちの人との交流を深めます。

11月1日，30日
郷原まちづくりセンター
１階ロビー

郷原まちづくりセンター 無料
www.city.kure.lg.jp/~go
harasc/gohak/goharak
ouminnkantop.html

定員等参加者制限な
し

広島県 呉市 ①
郷原
ジュニアコーラス
「フロックス」

  合唱活動を通して，子供たちの音楽性を高め，集中力や協調性等を伸
ばすとともに，郷土を愛する豊かな心を育てます。

10月13日，20日，
11月10日，24日

郷原まちづくりセンター
３階ホール　他

郷原まちづくりセンター
www.city.kure.lg.jp/~go
harasc/gohak/goharak
ouminnkantop.html

小中学生対象

広島県 呉市 ③ くらはし文化まつり
講座やサークルで取り組んだ絵画・陶芸などの作品展示を行います。又
踊りやコーラス等の芸能発表も行います。

11月4日 倉橋体育館 倉橋町文化団体連合会 無料
倉橋まちづくりセンター
0823-53-0577

広島県 呉市 ➂ 吉浦地区文化祭（秋・展示会） 絵手紙・書道・水墨画・生け花等を展示します。 11月10日～11日 吉浦まちづくりセンター
吉浦文化団体連絡協議会・吉浦
まちづくりセンター

無料
吉浦まちづくりセンター
0823－31－7540

広島県 呉市 ①，③ 音戸町秋の文化祭
音戸町文化団体連合会会員による芸能発表会を実施し，平素の練習の
成果を町民に披露します。

10月7日 音戸まちづくりセンター 音戸町文化団体連合会 無料
音戸まちづくりセンター
0823-51-3322

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ①，③ 音戸町秋の文化祭
音戸町文化団体連合会会員制作の作品を発表し，平素の活動の成果を
町民に披露します。

11月3日～11月5日
音戸まちづくりセンター 音戸町文化団体連合会 無料

音戸まちづくりセンター
0823-51-3322

広島県 呉市 ①，③ 音戸町文化講演会
公演：姜　暁艶　心の豊かさ　～二胡の音色から～
講演・落語：林家　染二　～笑う門には福来たる～　思いっきり笑うと元気
になれます

11月23日 音戸まちづくりセンター
音戸まちづくりセンター・音戸町
文化講演会実行委員会

音戸まちづくりセンター
0823-51-3322

広島県 呉市 ③ 宮原地区文化祭
地域住民及びセンター利用者による文化活動の発表です。（ステージ発
表・展示）

10月20日～21日 宮原まちづくりセンター 宮原地区文化祭実行委員会 無料
宮原まちづくりセンター
0823-22-1016

広島県 呉市 ① プーさんのえほんかい 絵本の読み聞かせです。
10月17日，27日，
11月24日

中央図書館　えほんコー
ナー

ぐるーぷ・プー横丁 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① プーさんのはじめましてのえほんかい 絵本の読み聞かせです。 11月5日，12日，19日
中央図書館　えほんコー
ナー

ぐるーぷ・プー横丁 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① ババールのえほんかい 絵本の読み聞かせです。 10月17日，11月21日
広図書館　えほんコー
ナー

ババール 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① ババールのよちよちえほんかい 絵本の読み聞かせです。 10月23日
広まちづくりセンター　６階
和室・６０４

ババール 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① とんぼのめがねのえほんかい 絵本の読み聞かせです。
10月17日，27日，
11月21日

昭和まちづくりセンター　２
階和室

えほんかいとんぼのめがね 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① スワニーのおひざにだっこの絵本会 絵本の読み聞かせです。 10月19日，11月16日
川尻図書館　おはなしの
部屋

スワニーの会 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① スワニーの絵本会 絵本の読み聞かせです。 10月27日，11月17日
川尻図書館　おはなしの
部屋

スワニーの会 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① 紙しばい会 紙芝居の読み聞かせです。 10月13日，11月10日
川尻図書館　おはなしの
部屋

朗読教室「つつじの会」 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① ももちゃんのポケットのえほんかい 絵本の読み聞かせです。 10月17日，11月21日 音戸まちづくりセンター ももちゃんのポケットの会 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① 宝島くらはしのえほん会 絵本の読み聞かせです。 10月20日，11月17日 倉橋図書館 絵本会「宝島くらはし」 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ①
このゆびとまれの絵本会（幼児・児童の
部）（0･1･2の部）

絵本の読み聞かせです。 10月13日，11月10日 安浦図書館 このゆびとまれの絵本会 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ① このゆびとまれの紙芝居会 紙芝居の読み聞かせです。 10月27日 安浦図書館 このゆびとまれの絵本会 無料
呉市中央図書館
0823-25-3572

広島県 呉市 ①

公開講座
エジソン・スクール第６回～電気で「計る」
～
センサの実験とセンサ・ライトの製作

温度や明るさなどを計る色々なセンサを使って，実際に電気量（電圧や電
流）に変わる様子を実験します。工作では，暗くなると自動点灯するセン
サ・ライトを作ります。

10月20日 呉工業高等専門学校 呉工業高等専門学校 無料
http://www.kure-
nct.ac.jp/research/lec
ture.html

総務課企画広報係
0823-73-8202

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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広島県 呉市 ② 高専祭 本校の学生主体で，模擬店等様々な催しを実施します。 11月3日，4日 呉工業高等専門学校 呉工業高等専門学校 無料
https://www.kure-
nct.ac.jp/

学生課学生係
0823-73-8417

広島県 呉市 ② 学校見学会
学校の紹介をします。また，教科書の展示，クラブ活動のパネル展示，学
生寮見学，学食体験，各学科の見学・実習・展示等を行います。

11月3日 呉工業高等専門学校 呉工業高等専門学校 無料
https://www.kure-
nct.ac.jp/

学生課教務係
0823-73-8416

広島県 庄原市 ③
けんみん文化祭ひろしま’18
「芸能・銭太鼓の祭典」

県民の皆様の文化活動の発表，鑑賞，交流の場として開催する「けんみ
ん文化祭ひろしま」の「芸能・銭太鼓」分野の発表です。

10月21日 庄原市民会館
けんみん文化祭ひろしま実行委
員会

http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県 庄原市 ①
公開講座「楽な介護とセルフケアのため
に～介助での体の動かし方」

体に負担がより少ない介助の方法や姿勢，そしてご自身の体のケアにつ
いて学ぶ，介護福祉士，ヘルパー等介護関係者を対象とする公開講座で
す。

10月13日 庄原市ふれあいセンター 県立広島大学
県立広島大学
庄原地域連携センター
0824-74-1704

広島県 庄原市 ③
県立広島大学
庄原キャンパス
「第２９回白楊祭」

学生企画による多彩なイベントを開催します。 10月27日～28日
県立広島大学庄原キャン
パス

県立広島大学 無料
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/fe
stival/

広島県 庄原市 ②
第29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
トを実施します。

11月10日～11日
広島県立農業技術大学
校

広島県立農業技術大学校 無料
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/soshiki/91/

広島県 庄原市 ①
第19回庄原こどもミュージカル
「不思議の国のアリス」

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です。 10月14日 庄原市民会館
庄原こどもミュージカル実行委
員会

http://www1.shobara.c
c/echo/musical/

広島県 庄原市 ① 庄原市立図書館「おはなし会」 本の読み語り、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・庄原市教育
委員会

無料
庄原市田園
文化センター
0824-72-1159

広島県 庄原市 ② 庄原市教育フォーラム
「10年後のふるさと庄原」をテーマに開催します。児童生徒の発表や講演
を行い、学校、家庭、地域が一緒になって取り組んでいくことについて考え
ます。

10月28日 庄原市民会館 庄原市教育委員会 無料
庄原市教育委員会
教育指導課
0824-73-1184

広島県 庄原市 ③ 市役所ロビーコンサート 市役所市民ホールを利用し、ロビーコンサートを開催します。 10月29日，11月26日 庄原市役所市民ホール
庄原市教育委員会・NPO法人庄
原市芸術文化センター

無料
庄原市民会館
0824-72-4242

広島県 庄原市 ③ 第14回庄原市美術展覧会 広く市民から美術作品を公募し、優れた作品を展示します。

前期11月1日～6日
（予定）
後期11月10日～14日
（予定）

庄原市田園文化センター 庄原市教育委員会 無料
庄原市田園
文化センター
0824-72-1159

広島県 庄原市 ② 庄原市中学校合唱コンクール 市内中学校の生徒が集まり，課題曲・自由曲を合唱します。 11月13日 庄原市民会館
庄原市中学校合唱
コンクール実行委員会

無料
庄原市教育委員会
教育指導課
0824-73-1184

広島県 神石高原町 ② ヒューマンフェスタ2018in神石高原 佐久間レイ氏による講演会です。 11月10日 油木高等学校体育館 神石高原町 無料

広島県 神石高原町 ① 三和駅伝競走大会 子供から大人まで襷をつなぎ走ります。 11月25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

広島県 世羅町 ②
輝くせらの学校文化
発表会

小中学校児童生徒による合奏等を行います。 11月1日 せら文化センター 世羅町教育委員会 無料 0847-22-0548

広島県 竹原市 ②
第１６回竹原市
子ども文化祭

園児・児童による合唱・合奏等
教育活動の発表を行います。

11月10日 竹原市民館 竹原市教育委員会 無料 0846-22-7753
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広島県 竹原市 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20日～25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，竹原市美
術協会

無料 0846-22-3558

広島県 竹原市 ③ 第６６回竹原市総合文化祭 舞台発表・作品展示を行います。 10月23日～25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 第６６回竹原市美術展 作品展示を行います。 11月13日～18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，竹原市美
術協会

無料 0846-22-3558

広島県 竹原市 ③ 第33回文庫まつり「おはなしひろば」
絵本の読み語り・ペープサート・エプロンシアター及び絵本の展示・貸出等
を行います。

10月27日 竹原市　中通公民館
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 第28回廿日市市生涯学習フェスティバル
ステージや展示・体験など、生涯学習活動の実践の場と機会を提供する
イベントです。

11月4日

廿日市市役所、
はつかいち文化ホールさ
くらぴあ、
新宮中央公園

生涯学習フェスティバル実行委
員会

廿日市市教育委員会
生涯学習課
0829-30-9203

広島県 東広島市 ③ こども映画会 こども向けのアニメーション映画の上映会です。
10月4日，7日，
11月1日，4日

東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ③ 映画会 一般向けの映画の上映会です。 10月11日，11月8日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① おはなし会 幼児を対象にしたおはなし会です。 10月14日，11月11日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① おはなし広場
絵本や紙芝居の読み聞かせ、
手遊びなどを行います。

10月28日，11月25日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① あおむし文庫のおはなし会
絵本や紙芝居の読み聞かせ、
手遊びなどを行います。

10月25日，11月22日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① こぐまちゃんおはなし会
パネルシアターや手遊び、わらべうたなど
親子で楽しめるおはなし会です。

10月26日，11月9日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① ちっちゃなおはなし会 絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。 11月8日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① 子育て広場　バナナ
わらべうた、手遊び、簡単工作、絵本の読み聞かせ、ミニコンサート、季節
の行事など、子育て中のお父さんお母さんに、ほっと一息くつろいでもらう
広場です。

10月10日，24日，
11月14日，28日

東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① 子育て広場　バナナベビー
赤ちゃん（１歳くらいまで）と、保護者のための
広場です。一緒に読み聞かせや手遊びを行います。

10月2日，11月27日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① 子育て広場　スマイル
子育てアドバイザー専門の講師をお招きして、
子育てについてのワンポイントアドバイスなどをお話していただきます。

11月16日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ①
7館ぐるっと
イベントラリー（仮）

秋の読書週間(10月27日～11月9日)を含め、
おはなし会や企画展示など
読書や図書館に親しむイベントを行います。

10月～11月
（予定）

東広島市立図書館
全7館

東広島市立図書館
全7館

無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ①，④ 親子で楽しむ天体
天体に関する講演会です。
講演会の後は望遠鏡で天体観測を行います。(天候により中止の可能性
があります。)

10月13日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp
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広島県 東広島市 ①，③ 酒類総合研究所による講演会（仮） 日本酒に関する一般的・基礎的な知識に関する講演会です。 11月24日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① 生涯学習フェスティバル ブック交換市など、図書館に親しんでもらう催しを行います。 11月17日～18日 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ①，③ わらべうたであそぼう！
わらべうた遊びを通して、人のぬくもりや日本古来の文化を肌で感じ取る
とともに、文化を大切にする心を育てます。

11月（予定） 東広島市立中央図書館 東広島市立中央図書館 無料
http://lib.city.higashihir
oshima.hiroshima.jp

広島県 東広島市 ① 中高生・大学生のための秋のブックカフェ
あらかじめ決めたテーマに沿った本を持ち寄り、自由に語り合ってもらいま
す。

10月初旬予定
東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

無料

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館
082-424-3899

広島県 東広島市 ① おにいさんおねえさんとあそぼ 西条ゆめひと創り隊のおにいさん・おねえさんによるお楽しみ会です。 10月20日（予定）
東広島市市民文化セン
ター

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

無料

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館
082-424-3899

広島県 東広島市 ① としょかんｄｅクイズ
図書館の本を使ってクイズを出題します。本を調べながらクイズに挑戦し
てもらいます。手作りの参加賞を用意しています。

10月27日～11月9日
東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

無料

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館
082-424-3899

広島県 東広島市 ① ぬいぐるみのおとまりかい
ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加してもらった後、ぬいぐるみを一週
間預かります。図書館で働くぬいぐるみの様子をカードにし記念品としてプ
レゼントをし、ぬいぐるみが選んだ本を気に入ったら借りてもらいます。

10月27日
東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

無料

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館
082-424-3899

広島県 東広島市 ① 秋のおはなし会スペシャル 絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどのおはなし会です。 11月3日
東広島市市民文化セン
ター

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

無料

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館
082-424-3899

広島県 東広島市 ① えいごであそぼう 英語の絵本の読み聞かせ、外国の遊びを一緒にします。 11月17日
東広島市市民文化セン
ター

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

無料

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館
082-424-3899

広島県 東広島市 ① 俳句をつくろう！
全2回講座です。第1回は俳句の作り方を学び実際に創作します。第2回は
創作した俳句を先生に添削していただき、句会を開きます。

第1回11月予定
第2回12月予定

東広島市市民文化セン
ター

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館

無料

東広島市立
サンスクエア
児童青少年図書館
082-424-3899

広島県 東広島市 ① もしもしエプロン
絵本の紹介や、子どもの読書に関する相談に応じます。希望者には読み
聞かせも行います。

10月13日，11月10日
東広島市立安芸津図書
館

東広島市立安芸津図書館 無料
安芸津図書館
0846－45－2335

広島県 東広島市 ① えほんの会 絵本の読み語り、大型絵本、紙芝居、手遊びなどをしています。 10月20日，11月17日
東広島市立安芸津図書
館

東広島市立安芸津図書館 無料
安芸津図書館
0846－45－2335

広島県 東広島市 ① 展示 落語の本を展示します。 10月23日～11月30日
東広島市立安芸津図書
館

東広島市立安芸津図書館 無料
安芸津図書館
0846－45－2335

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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広島県 東広島市 ① 出張おはなし会（子どもの家） 安芸津児童館子どもの家に出張して、おはなし会をします。 10月25日
東広島市安芸津児童館
子どもの家

東広島市立安芸津図書館 無料
安芸津図書館
0846－45－2335

広島県 東広島市 ① ねじってわくわく バルーンアートをします。 10月21日
東広島市立安芸津図書
館

東広島市立安芸津図書館 無料
安芸津図書館
0846－45－2335

広島県 東広島市 ①，③
古典芸能に親しむ～安芸津ふれあい寄
席～

落語の公演を行います。 11月25日
東広島市立安芸津図書
館

東広島市立安芸津図書館 無料
安芸津図書館
0846－45－2335

広島県 東広島市 ① えほんおとどけ隊
安芸津子育て支援センターに出向き、絵本の読み語り・本の紹介などをし
ています。

10月11日，11月 8日
安芸津子育て支援セン
ター

東広島市立安芸津図書館 無料
安芸津図書館
0846－45－2335

広島県 東広島市 ① おはなしのとびら　ひらけごま ストーリーテリングを行います。 11月3日
黒瀬生涯学習センター
イベントホール

東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ① 本のリサイクル市 利用者の遊休本を、希望者に持って帰ってもらいます。 11月17日～18日 東広島市立黒瀬図書館 東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ①，③
古典芸能に親しむ～黒瀬ふれあい寄席
～

落語の公演を行います。 11月25日
東広島市
黒瀬生涯学習センター　イ
ベントホール

東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ① 書庫開放 普段入ることができない書庫を開放します。 10月6日～7日 東広島市立黒瀬図書館 東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ① かがくの本っておもしろい かがく絵本の読み聞かせと、工作などを行います。 10月6日 東広島市立黒瀬図書館 東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ① おひざにだっこのおはなし会 幼児とその保護者を対象としたおはなし会です。 10月9日，11月13日 東広島市立黒瀬図書館 東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ① なずな文庫のおはなし会 読み聞かせや、ストーリーテリングなどを行います。 10月13日，11月10日 東広島市立黒瀬図書館 東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ①，③ ロビーコンサート 図書館内でコンサートを行います。 10月20日，11月17日 東広島市立黒瀬図書館 東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ① 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を行います。 10月27日，11月24日 東広島市立黒瀬図書館 東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ① もしもしエプロン 絵本コーナーで、絵本の相談・案内に応じます。
10月14日，28日
11月11日，25日

東広島市立黒瀬図書館 東広島市立黒瀬図書館 無料
黒瀬図書館
0823-82-1101

広島県 東広島市 ① おはなしたんぽぽのブックトーク ブックトークを行います。（テーマ：地図でさがそう！） 9月15日 東広島市立福富図書館 東広島市立福富図書館 無料
福富図書館
082-435-3520

広島県 東広島市 ① ミニミニおはなし広場 紙芝居、絵本の読み聞かせなどを行います。 10月9日 東広島市立福富図書館 東広島市立福富図書館 無料
福富図書館
082-435-3520

広島県 東広島市 ①，③ ふるさと再生日本の昔ばなし 子ども向けアニメーションＤＶＤを上映します。 11月3日 東広島市立福富図書館 東広島市立福富図書館 無料
福富図書館
082-435-3520

広島県 東広島市 ① ロビーコンサート 豊栄図書館スタッフと仲間たちの楽しいロビーコンサートです。 10月20日
東広島市豊栄生涯学習セ
ンター

東広島市立豊栄図書館 無料
豊栄図書館
082-432-2075

広島県 東広島市 ① おりがみ広場 おりがみ何でも相談広場です。 10月28日，11月25日
東広島市豊栄生涯学習セ
ンター

東広島市立豊栄図書館 無料
豊栄図書館
082-432-2075

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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広島県 東広島市 ① 本の会（読書会） 事前に読んだ課題本について語り合います。 11月3日
東広島市豊栄生涯学習セ
ンター

東広島市立豊栄図書館 無料
豊栄図書館
082-432-2075

広島県 東広島市 ① 雑誌リサイクル市
豊栄図書館所蔵の雑誌のうち、保存期限の過ぎた雑誌をお一人5冊まで
お持ち帰りできます。

11月17日～18日
東広島市豊栄生涯学習セ
ンター

東広島市立豊栄図書館 無料
豊栄図書館
082-432-2075

広島県 東広島市 ① 古典の日・ミニ展示 明治の文学作品を集め、展示します。 11月1日～30日 東広島市立豊栄図書館 東広島市立豊栄図書館 無料
豊栄図書館
082-432-2075

広島県 東広島市 ① 持ち寄りブックトーク
参加者が自分で決めたテーマに沿った本を２冊持ち寄り、ブックトーク(本
の紹介)を行います。

10月6日
東広島市河内地域セン
ター

東広島市立河内こども図書館 無料
河内こども図書館
082-437-1711

広島県 東広島市 ① おどろきはっけん！科学の本 科学絵本の読み聞かせと、かんたんおもしろ実験(体験)などを行います。 10月6日
東広島市立
河内こども図書館

東広島市立河内こども図書館 無料
河内こども図書館
082-437-1711

広島県 東広島市 ① おり紙のおはなし会 季節の絵本を読んだあと、おはなしにちなんだテーマでおり紙を折ります。 10月13日，11月10日
東広島市立
河内こども図書館

東広島市立河内こども図書館 無料
河内こども図書館
082-437-1711

広島県 東広島市 ① えほんのへや ボランティアによるおはなし会。絵本の読み聞かせや紙芝居を行います。 10月20日，11月17日
東広島市立
河内こども図書館

東広島市立河内こども図書館 無料
河内こども図書館
082-437-1711

広島県 東広島市 ① むかしこっぷりの語りのおはなし会 語り(素話)で構成されたおはなし会です。 10月27日，11月24日
東広島市立
河内こども図書館

東広島市立河内こども図書館 無料
河内こども図書館
082-437-1711

広島県 東広島市 ① 百人一首を学んであそぼう！ 百人一首のルールを学んだあと、参加者でカルタ取りを楽しみます。 11月3日
東広島市立
河内こども図書館

東広島市立河内こども図書館 無料
河内こども図書館
082-437-1711

広島県 東広島市 ① 雑誌リサイクル市
第27回東広島市生涯学習フェスティバル協賛事業
・保存年限を過ぎた雑誌を無料で市民に提供します。

11月17日～18日
東広島市立
河内こども図書館

東広島市立河内こども図書館 無料
河内こども図書館
082-437-1711

広島県 東広島市 ① 映画上映会
子ども向きのアニメーション映画を上映します。
(「アルプスの少女ハイジ」予定)

未定
(10月)

東広島市河内地域セン
ター

東広島市立河内こども図書館 無料
河内こども図書館
082-437-1711

広島県 東広島市 ① 第28回東広島市生涯学習フェスティバル
ステージ発表や展示、活動体験など、学習成果を発表する機会や、学習
活動への参加を促進する生涯学習イベントです。

11月17日～18日
東広島芸術文化ホールく
らら・西条駅前にぎわい広
場

東広島市生涯学習フェスティバ
ル実行委員会

教育委員会
生涯学習課
082-420-0979

広島県 東広島市 ③ 出土文化財企画展 東広島市、広島県内からの出土品や関連資史料を展示します。 11月中旬～終了日未定
東広島市出土文化財管
理センター

東広島市教育委員会 無料
東広島市
出土文化財管理センター
082-420-7890

広島大学総合博物館
と共催

広島県 東広島市 ①，③ 第３１回東広島市美術展
市民から公募した入選・入賞作品と、審査員の作品をⅠ～Ⅲ期に分けて
展示します。

Ⅰ期展《絵画》
10月27日～11月11日

東広島市立美術館 東広島市教育委員会
東広島市教育委員会
生涯学習部文化課
082-420-0977

広島県 東広島市 ①，② 第１５回連携・教育フォーラム
これまでの教育実践から得られた成果と課題を振り返り、児童生徒に確か
な学力を身に付けさせる質の高い授業づくりについて検討・協議します。

9月29日 広島大学教育学部
東広島市教育委員会
広島大学大学院教育学部研究
科

無料
東広島市教育委員会
指導課
082-420-0976

広島県 東広島市 ①，②
第３８回東広島市小学校陸上記録会
（兼）第４３回東広島市小学校高学年陸
上記録会

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大会を実
施します。

10月20日
呉市総合スポーツセン
ター陸上競技場

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
東広島市教育委員会
指導課
082-420-0976

広島県 東広島市 ① 土曜日授業
学習指導要領の趣旨等を踏まえ、「開かれた学校づくり」及び「生きる力の
育成」を一層推進します。

10月27日又は11月10日
東広島市内
各小中学校

東広島市教育委員会 無料
東広島市教育委員会
指導課
082-420-0976

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ① 平成30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を実施します。 11月8日
東広島芸術文化ホールく
らら

東広島市教育委員会 無料
東広島市教育委員会
指導課
082-420-0976

広島県 東広島市 ① 和文化まつり
東広島市の特色ある教育活動の一つである一校一和文化学習の発表と
講演会を行います。

11月16日
東広島芸術文化
ホールくらら

東広島市教育委員会 無料
東広島市教育委員会
指導課
082-420-0976

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！」

広島県内の中学生・高校生が日頃の研究活動を通して学んだ自然科学
について発表し，科学の楽しさや面白さを実感する機会を提供します。併
せて，附属施設等の公開と見学等を実施することで，シンポジウム参加者
及び一般見学者に対して本学の研究成果と人材育成の取組を発信し，科
学研究に関する理解の増進を図ります。

11月3日 広島大学理学部 国立大学法人広島大学 無料
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/sci/

理学研究科支援室
（学士課程担当）
Tel:082-424-7319
Mail:ri-gaku-
sien@office.hiroshima-
u.ac.jp

広島県 東広島市 ④
HiPeR 特別セミナー：卒業生女性研究
者・大学教員を招いたホームカミングシン
ポジウム

理学研究科地球惑星システム学専攻では、ホームカミングシンポジウムと
称して卒業生講師の講演会と院生によるポスター形式の研究発表会を開
催してきました。2017年度からは広島大学インキュベーション事業「プレー
ト収束域の物質科学研究拠点（HiPeR）」との共催となり，今年度は女性研
究者・大学教員３名を講師としてお招きします。

11月3日
広島大学大学院理学研
究科B棟603講義室

国立大学法人広島大学 無料

http://depss.hiroshima
-u.ac.jp/gs/index.html

http://hiper.hiroshima-
u.ac.jp/

理学研究科
地球惑星システム学専攻
Tel:082-424-7462
Mail:hayasaka@hiroshima-
u.ac.jp

広島県 東広島市 ④ 研究室公開
大学院先端物質科学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研究室を公開するとともに，講演会を開
催します。

11月3日
広島大学大学院先端物
質科学研究科

国立大学法人広島大学 無料
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/adsm/

先端物質科学研究科
支援室（総務担当）
Tel:082-424-7006
sentan-bk-
sien@office.hiroshima-
u.ac.jp

広島県 東広島市 ③
文学部で味わう世界のティータイム（ホー
ムカミングデー文学研究科企画）

文学部・文学研究科で学ぶ外国人留学生が，広島大学での研究，授業，
自国の文化などを紹介します。また，留学生の出身国のお菓子やお茶を
楽しみながら，留学生と歓談することもできます。

11月3日
広島大学大学院文学研
究科

国立大学法人広島大学 無料

文学研究科支援室
（運営支援担当）
082-424-6602
Mail:bun-
soumu@office.hiroshima-
u.ac.jp

広島県 東広島市 ③ 第12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
親会などを展開し、市民の方々にも参加いただき、交流・情報交換してい
ただきます。（広島大学校友会と共催）

11月3日
広島大学東広島キャンパ
ス

国立大学法人広島大学 無料
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/koyukai/

広島大学校友会事務局
Tel:082-424-6015

広島県 東広島市 ①，③
オペラハイライト公演（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ハイライト上演を行
います。平素の研究の成果を公開するものです。

11月3日
広島大学教育学部音楽
文化系コース、音楽棟Ｆ１
０１演奏室

国立大学法人広島大学 無料
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/ed

教育学研究科
音楽文化教育学講座
講座事務
Tel:082-424-6834

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ①，④ 広島大学放射光科学研究センター公開
放射光施設実験を公開し、分かりやすくご案内いたします。また、液体窒
素、超伝導体、強力磁石などを用いた愉快な体験型の実験や電子顕微鏡
観察など、先端科学を身近に感じていただける演示実験も行います。

11月3日
広島大学
放射光科学研究センター

国立大学法人広島大学 無料

広島大学放射光科学
研究センター
http://www.hsrc.hirosh
ima-u.ac.jp/

広島大学
放射光科学
研究センター事務室
Tel：082-424-6293

広島県 東広島市 ③ 「ボーダレスde学ぶ！」

セッション1：私をかえた海外留学―異国のキャンパスにて
海外留学を体験した日本人学生と，広島大学への海外からの留学生によ
るトーク。特に平成30年度からスタートした国際共創学科（IGS）の1年生が
グローバル・キャンパスの魅力について語ります。
セッション2：大学院の魅力と進学のすゝめ
大学院進学について，現役の大学院生がその魅力を紹介します。

11月3日
広島大学大学院総合科
学研究科

国立大学法人広島大学 無料
総合科学研究科
支援室（総務担当）
Tel:082-424-6306

広島県 東広島市 ③ 第67回広島大学大学祭
学生による企画・運営にて行っています。ステージ企画・模擬店・屋内外展
示企画等あり、大学の活性化と地域と大学を結ぶイベントを目指していま
す。

11月3日，4日
広島大学東広島キャンパ
ス

国立大学法人広島大学 無料
http://hu-
festival.main.jp/

教育室教育部学生生活支
援グループ
Tel：082-424-6143

広島県 東広島市 ④
大学と埋蔵文化財－キャンパスの遺跡・
発見された文化財の魅力－

広島大学並びに全国の大学の埋蔵文化財の調査成果や各大学における
埋蔵文化財の特徴、保存・活用の取り組みなどを紹介し、埋蔵文化財の
魅力や価値、さらに文化財（世界文化遺産）と大学等の教育研究機関の
関わりについて諸外国の例を紹介し、埋蔵文化財の保存・活用について
考えます。

11月7日～12日
第1期：東広島市芸術文
化ホールくらら市民ギャラ
リー

国立大学法人広島大学 無料
http://home.hiroshima
-u.ac.jp/museum/

広島大学総合博物館
埋蔵文化財調査部門
Tel:082-424-6198

広島県 広島市 ③
頼山陽史跡資料館　企画展「頼山陽と九
州」

頼家には江戸時代後期から幕末の医学関係資料が伝わっています。これ
らを通して広島の医学史をたどるとともに，当時の人々が病とどう向き合っ
ていたかに迫ります。

10月18日～12月2日
※月曜休館

頼山陽史跡資料館（広島
市中区袋町5-15）

頼山陽史跡資料館
http://www.pref.hirosh
ima.lg.jp/site/raisanyo
u/

広島県 広島市 ③
企画展関連行事
展示解説会

企画展「頼山陽と九州」の展示解説を行います。
10月20日，
11月17日，24日

頼山陽史跡資料館（広島
市中区袋町5-15）

頼山陽史跡資料館
http://www.pref.hirosh
ima.lg.jp/site/raisanyo
u/

広島県 広島市 ③
頼山陽史跡資料館　連続講座「近世絵画
への招待」　４「四条円山派の画法」

演題：四条円山派の画法
講師：岡原大崋（おかはら　たいか）さん（南宗画士）

11月10日
合人社ウェンディひと・ま
ちプラザ（広島市中区袋
町6-36）

頼山陽史跡資料館 無料
http://www.pref.hirosh
ima.lg.jp/site/raisanyo
u/

広島県 広島市 ②
第18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経て，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 広島県医師会館

第18回広島県高校生スペシャリ
ストの祭典実行委員会，広島県
教育委員会，広島県産業教育
振興会

無料
高校教育指導課
082-513-4998

広島県 広島市 ① 一日公開書庫
普段は職員しか入ることのできない地下２層の書庫（約66万冊所蔵）を公
開します。

11月3日 広島県立図書館 広島県立図書館 無料
http://www2.hplibra.pr
ef.hiroshima.jp/?page_i
d=2843

広島県 広島市 ①
「全国大学ビブリオバトル2018～大阪決
戦～」地区決戦

発表者が面白いと思った本を紹介し合い，発表者及び観戦者の投票によ
り，一番読みたくなった本「チャンプ本」を決めるコミュニケーションゲーム。
地区予選を通過した出場者の中から本戦に進む学生を決定します。

11月3日 広島県情報プラザ
広島県立図書館，広島県大学
図書館協議会，広島県立図書
館友の会

無料
図書館総務課
082-241-4970

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ベビーと産後ママのフィットネス
かんたんなベビーマッサージをしたあとに、お母さんの産後に適したピラ
ティスやゆるトレ、ストレッチなどを行います。

10月3日，17日，
11月7日，21日

広島県総合グランド
メインスタジアム（会議室）

広島県総合グランド指定管理者
セイカスポーツセンター・鹿島建
物・西尾園芸共同企業体

１回700
円

http://www.seika-
spc.co.jp/h_sogo_groun
d/?page_id=1316

広島県 広島市 ① 親子リズム体操
スモールボールなどを使って親子でスキンシップを楽しみながら、からだを
動かします。

10月10日，24日，
11月14日，28日

広島県総合グランド
メインスタジアム（会議室）

広島県総合グランド指定管理者
セイカスポーツセンター・鹿島建
物・西尾園芸共同企業体

１回700
円

http://www.seika-
spc.co.jp/h_sogo_groun
d/?page_id=1310

広島県 広島市 ①
U-10ジュニア選手育成プログラム
(小学3・4年生)

小学生（3・4年生)を対象に遊びの要素を取り入れた運動で楽しくからだを
動かし，体力向上を目指します。
(全6回)

10月4日，11日
※10月実施分のみ記載 広島県立総合体育館

公益財団法人広島県教育事業
団

1人
4,000円

http://www.sports.pref
.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① 「体育の日」記念スポーツ行事
「体育の日」を記念し，スポーツ大会やスポーツ体験会（体力測定，ニュー
スポーツ体験会，親子体操等）を行います。
また，トレーニングルーム，プールを無料開放します。

10月8日 広島県立総合体育館
公益財団法人広島県教育事業
団

無料
http://www.sports.pref
.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① キッズクライミングスクール
初心者・経験者の2クラスを設け，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クライミング技術の向上を図ります。
(全7回)

10月6日，20日，
11月3日，17日
※10月～11月期間のみ記
載

広島県立総合体育館
公益財団法人広島県教育事業
団

初心者ク
ラス
2,000円
経験者ク
ラス
2,500円
施設使

http://www.sports.pref
.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ①
スーパーシニア・チャレンジカップ　ラージ
ボール卓球親善大会

県内で活動するスポーツクラブ等に広く参加を呼びかけクラブ間の親睦，
交流を深める場を提供するとともに，シニア世代が互いに競い合いなが
ら，生涯スポーツのより一層の普及・振興を図るため実施します。

11月30日 広島県立総合体育館
公益財団法人広島県教育事業
団

１人１種
目
500円

http://www.sports.pref
.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ① あそびはカラダづくり
遊びを中心とした運動能力向上プランを企画し，市内幼稚園等を対象に
子どもたちの運動能力の向上と豊かな体験ができる環境を提供します。

10月16日，23日 広島県立総合体育館
公益財団法人広島県教育事業
団

１園につ
き
20,000円

http://www.sports.pref
.hiroshima.jp/

広島県 広島市 ③
けんみん文化祭ひろしま’18「手芸の祭
典」

県民の皆様の文化活動の発表，鑑賞，交流の場として開催する「けんみ
ん文化祭ひろしま」の「手芸」分野の発表です。

10月13日～14日 広島県民文化センター
けんみん文化祭ひろしま実行委
員会

http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県 広島市 ③ ブリューゲル展

ピーテル・ブリューゲル１世は、聖書の世界や農民の生活などを描いて活
躍した16世紀フランドルを代表する画家です。彼に始まり、以後およそ150
年続いたブリューゲル一族の画業を、同時代のフランドル絵画を交えつ
つ、大半が日本初公開となる貴重なプライベート・コレクションにより紹介し
ます。

10月8日～12月16日 広島県立美術館 広島県立美術館 http://www.hpam.jp/

広島県 広島市 ③ 秋の所蔵作品展
昭和43年に開館した当館は、50周年の記念の年を迎えます。これを記念
し、当館を代表する作品約100点を一堂にご覧いただきます。

9月12日～12月24日 広島県立美術館 広島県立美術館 http://www.hpam.jp/

広島県 広島市 ③ 邦楽鑑賞会
古来日本人が親しんできた邦楽の姿を再現し，優美で雅やかな音色を身
近に親しむとともに，庭園や日本建築との総合的な伝統文化を味わう鑑
賞会を開催します。

10月21日 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島県 広島市 ④ 松のコモ巻
松の害虫「マツカレハ」が，越冬のため樹上から地上へ降りる途中を誘い
込むため，霜降の日の頃，392本の松の幹に「コモ」を巻きます。

10月23日 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/
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広島県 広島市 ①，③ 高校生ふれあい茶会 県内高校茶道クラブの生徒が参加する茶会です。 10月13日～14日 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島県 広島市 ③ 菊花展
広島市近郊の菊づくり愛好家により丹精込めて作られた大菊，懸崖等の
菊作品を展示します。

11月1日～11日 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島県 広島市 ③ 菊見茶会

日本の秋を代表する菊花の香る文化の日に，菊花をめでながら，ぼてぼ
て茶（※）をいただく茶会を開催します。
※）約200年前松江藩主松平不昧公が，凶作に悩む領民のために倉庫に
残っていた穀物に茶の花を入れた茶粥を作り，漬物を入れて与えたという
故事にちなむもの。現在は煮豆昆布を入れたお茶。

11月3日 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島県 広島市 ④ ソテツのコモ巻
立冬の日頃に，冬の寒さに備えるため，園内にある約38本のそてつに「コ
モ」を巻きます。

11月7日 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島県 広島市 ③ もみじ茶会
樹木が色づく季節に，もみじに囲まれ，池の水面に映る紅葉風景を見なが
ら，ゆったりと秋を味わう煎茶の茶会を開催します。

11月11日 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島県 広島市 ③ もみじライトアップ 開園時間を延長し，ライトアップされた園内紅葉をご鑑賞いただけます。 11月下旬頃 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島県 広島市 ①
公開講座「大学・学び直し塾－情報学の
今－」

コンピュータプログラム，情報検索，データ分析について学び直す，大学
生・社会人向け公開講座です。

10月2日～4日
サテライトキャンパス
ひろしま

県立広島大学
県立広島大学
地域連携センター
082-251-9534

広島県 広島市 ①
公開講座「健康づくりのための運動（中高
年のための簡単筋トレ）」

ロコモティブシンドロームを予防するための「簡単筋トレ」と，準備運動とし
ての「リフレッシュ体操」を紹介する公開講座です。

10月10日，17日
県立広島大学
広島キャンパス

県立広島大学
県立広島大学
地域連携センター
082-251-9534

広島県 広島市 ①
公開講座「子ども虐待の発生要因とその
対処プログラム―メンタルヘルスと貧困
を焦点に―」

子ども虐待の発生要因と支援連携について，講義と演習を通して考える，
子ども虐待対応機関の専門職等を対象者とする公開講座です。

10月20日
サテライトキャンパス
ひろしま

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 広島市 ① 公開講座「言語を通じて世界を知る」
諸外国の文化や歴史，言語を通してその国の魅力や特徴を引き出す公開
講座です。

10月5日，12日，
19日，26日

広島市立大学
サテライトキャンパス

県立広島大学
広島市立大学

無料
広島市立大学
社会連携センター
082-830-1764

広島県 広島市 ① 公開講座「憲法を学ぶ」
憲法の基本や，今日話題となっている憲法問題について解説する公開講
座です。

10月6日，13日，27日 広島市牛田公民館
県立広島大学，公益財団法人
広島市文化財団

無料
広島市牛田公民館
082-227-0706

広島県 広島市 ① 公開講座「読み切り文学講座」
書物に親しみ，文学の魅力に触れ，改めて文字やことばの持つちから，読
書の醍醐味を紹介する公開講座です。

10月31日，11月9日 広島市南区図書館
県立広島大学，公益財団法人
広島市文化財団

無料
広島市南区図書館
082-251-1080

広島県 広島市 ① 公開講座「ひろしまをめぐる鉄の歴史」
広島県域の鉄や鉄器の生産に関係する遺跡，中国地方における鉄生産
の歴史を紹介する公開講座です。

11月15日，29日 広島市宇品公民館
県立広島大学，公益財団法人
広島市文化財団

無料
広島市宇品公民館
082-253-2529

広島県 広島市 ③
県立広島大学
広島キャンパス
「第１４回紫苑祭」

学生企画による多彩なイベントを開催します。 10月7日～8日
県立広島大学
広島キャンパス

県立広島大学 無料
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/fe
stival/

広島県 広島市 ① 青少年育成県民運動推進大会
青少年健全育成活動への意識を高め，県民運動の推進を図ることを目的
として，青少年健全育成功労者等知事表彰，少年の主張意見発表，青少
年活動発表，演奏会を行います。

10月27日 広島県民文化センター
公益社団法人青少年育成広島
県民会議

無料

公益社団法人
青少年育成
広島県民会議
082-513-2742
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広島県
広島市（募集23
市町）

① 広島県子供議会

次代を担う子供たちが，県政に対する意見や提言を表明できる機会を通
して県の魅力や課題に関心を持ち，主体性と社会参画意識を高めること
を目的として「広島県子供議会」を開催します。また，子供たちが，県議会
の役割や仕組みを知り，議会制民主主義や地方自治への理解を深める
機会とします。

10月13日
※模擬県議会

県議会議事堂他 県民活動課
県民活動課
082-513-2740

広島県 広島市 ③ あいサポートアート展
障害のある方への芸術活動への参加を通じて，障害のある方の自立と社
会参加の促進に寄与し，県民の障害への理解を深めることを目的として，
障害のある方による芸術作品の展示会を開催します。

10月30日～11月4日 広島県立美術館 広島県 無料
広島県健康福祉局
障害者支援課
082-513-3157

広島県 広島市 ① 技能祭
職業能力開発施設の訓練内容を紹介する多彩なイベントを開催します。
（ものづくり体験，公開実習など）

11月3日
県立技術短期大学校・広
島高等技術専門校

県立技術短期大学校・広島高等
技術専門校（共催）

無料
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/soshiki/183/

広島県 広島市 ① 第35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を行い
ます。
・ひろしまマイスター等による技能指導，技能実演を行います。

11月14日～15日 県立広島産業会館
広島県・広島県職業能力開発協
会

無料
職業能力開発課
082-513-3431

広島県 広島市 ① 第32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 ③ P'Sフェスタ
”文化なくして平和なし”をテーマにステージでダンスや音楽などのパ
フォーマンス公演を行う

11月3日
広島市青少年センター
ホール

P'Sフェスタ実行委員会 無料
http://www.y-
center.jp/

広島市青少年センター
082-228-0447

広島県 広島市 ① 古代キャンプin三滝 古代の人々の暮らしを体験し、歴史への興味・関心を呼び起こします。 10月13日～14日
広島市三滝少年自然の
家

広島市文化財団
広島市三滝少年自然の家

http://www.cf.city.hiro
shima.jp/mitaki-c/

広島市三滝少年自然の家
082-238-6301

広島県 広島市 ① 三滝アドベンチャーランド
オリエンテーリング、天体観測、野外炊飯などの活動を通して、「生きる力」
を養う場の提供します。

11月17日～18日
広島市三滝少年自然の
家

広島市文化財団
広島市三滝少年自然の家

http://www.cf.city.hiro
shima.jp/mitaki-c/

広島市三滝少年自然の家
082-238-6301

広島県 広島市 ①
企画展
『ごんぎつね』が語る昔のくらし

童話『ごんぎつね』で描かれる農村の暮らしや道具類について、収蔵資料
や写真などで紹介します。

9月4日～11月25日 広島市郷土資料館
公益財団法人
広島市文化財団
広島市郷土資料館

http://www.cf.city.hiro
shima.jp/kyodo/

広島市郷土資料館
082-253-6771

広島県 広島市 ① 駄菓子作り広場
縁日の雰囲気と賑わいの中で、駄菓子作りや昔の遊びを体験するイベン
トです。

11月3日 広島市郷土資料館
公益財団法人
広島市文化財団
広島市郷土資料館

http://www.cf.city.hiro
shima.jp/kyodo/

広島市郷土資料館
082-253-6771

広島県 広島市 ①④
青少年のための科学の祭典
第24回広島大会

青少年に科学実験や科学工作などを体験できる機会を提供し、科学教育
の振興を図る。

10月27日（土）、28日（日） 5-Daysこども文化科学館
「青少年のための科学の祭典」
第24回広島大会実行委員会

無料
こども文化科学館
082-222-5346

広島県 広島市 ① 文化の日イベント 施設を無料開放し、科学に関する楽しいイベントを開催します。 11月3日 江波山気象館
公益財団法人広島市文化財団
江波山気象館

無料
http://www.ebayama.j
p/

江波山気象館
082-231-0177

広島県 広島市 ①
秋季企画展「つながる　かいてき　高速
道路」（仮称）

全国と広島の高速道路を、より身近に感じられる企画展です。展示のほか
にも体験会や撮影会などのイベントも企画しています。

10月12日～12月2日 ヌマジ交通ミュージアム 広島市交通科学館
http://www.vehicle.cit
y.hiroshima.jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-6211

広島県 広島市 ①,④ サイエンスショー 科学の原理や法則について学ぶことができる科学実験ショーです。 10月13日 ヌマジ交通ミュージアム 広島市交通科学館 無料
http://www.vehicle.cit
y.hiroshima.jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-6211
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広島県 広島市 ① 小学生工作教室
小学生を対象とした工作教室。申込制です。工作の種類により15人～30
人程度の定員があります。

10月27日
11月23日

ヌマジ交通ミュージアム 広島市交通科学館
http://www.vehicle.cit
y.hiroshima.jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-6211

広島県 広島市 ①,④ 手作り電池教室
電池のつくりを通して、電池の構造と電気の性質を学習するワークショップ
です。

11月10日 ヌマジ交通ミュージアム 広島市交通科学館
http://www.vehicle.cit
y.hiroshima.jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-6211

広島県 広島市 ①,④ サイエンスワークショップ 空気砲づくりを通して、空気の性質を学習するワークショップです 11月11日 ヌマジ交通ミュージアム 広島市交通科学館 無料
http://www.vehicle.cit
y.hiroshima.jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-6211

広島県 広島市 ① ちびっこ教室 幼児から小学校低学年の児童を対象とした工作教室です。
10月7日,8日,14日,21日,28
日
11月3日,4日,18日,25日

ヌマジ交通ミュージアム 広島市交通科学館
http://www.vehicle.cit
y.hiroshima.jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-6211

広島県 広島市 ③
企画展「広島城・いきものずくし～人はこ
んなにも動物好きな件～」

「動物」という親しみやすい切り口で、江戸時代に描かれた姿を中心に、人
と動物との関わりを紹介。

9月8日～10月28日 広島城天守閣第４層 広島城
http://www.rijo-
castle.jp

広島城
082-221-7512

駐車場無
大人370円、シニア（※
65歳以上の方は公的
証明証要提示）・高校
生180円、中学生以下
無料

広島県 広島市 ③
浅野氏入城400年記念
明治150年記念企画展「戊辰戦争と広
島」

明治１５０年を記念する年でもあることから、広島藩と戊辰戦争とのかかわ
りを通して幕末の広島を再発見する。

11月3日～12月16日 広島城天守閣第４層 広島城
http://www.rijo-
castle.jp

広島城
082-221-7512

駐車場無
大人370円、シニア（※
65歳以上の方は公的
証明証要提示）・高校
生180円、中学生以下
無料

広島県 広島市 ① ひろしま図書館まつり
広島市立図書館(13館・室)、映像文化ライブラリー及び広島県立図書館で
共同開催。「図書館で発見！」をテーマに、各館が特色ある催しを行いま
す。

10月20日～11月11日

広島市立図書館
広島市映像文化ライブラ
リー
広島県立図書館

広島市立図書館
広島市映像文化ライブラリー
広島県立図書館

無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/

広島市立
中央図書館事業課
082-222-5542

広島県 広島市 ③ 国際アニメーション・デー2018in広島
広島国際アニメーション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

11月3日（土） 映像文化ライブラリー
公益財団法人広島市文化財団
映像文化ライブラリー

無料
http://www.cf.city.hiro
shima.jp/eizou/

映像文化ライブラリー
082-223-3525

広島県 広島市 ①、③ 企画展「『赤い鳥』と鈴木三重吉」
童話童謡雑誌「赤い鳥」創刊100周年を記念して、創刊・主宰した鈴木三
重吉と「赤い鳥」についてご紹介します。

10月20日～12月28日 広島市立中央図書館 広島市立中央図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立
中央図書館事業課
082-222-5542

広島県 広島市 ①
講座「認知症を知る」
第２回「認知症のタイプ別症状の特徴を
知る」

認知症に関する正しい情報を知り、理解を深める講座（第２回）です。
広島市立中央図書館と広島都市学園大学の連携事業です。

11月2日 広島市立中央図書館 広島市立中央図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立
中央図書館事業課
082-222-5542

要申込

広島県 広島市 ①、③
企画展「『赤い鳥』と鈴木三重吉」関連行
事
講演会「『赤い鳥』研究の今、これから」

児童文学研究者による「赤い鳥」についての講演会 11月11日 広島市立中央図書館 広島市立中央図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立
中央図書館事業課
082-222-5542

要申込

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 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提供します。 11月3日 広島市立中央図書館 広島市立中央図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/

広島市立
中央図書館管理課
082-222-5542

要申込
往復はがきで申込。先
着1,000名。

広島県 広島市 ① 本の交換市
市民が不要本を持ち込み、持ち帰り自由で交換し合う催しです。当日は
ブックカフェも設置します。

11月11日 広島市立中央図書館 広島市立中央図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/

広島市立
中央図書館事業課
082-222-5542

広島県 広島市 ①、③
浅野氏入城400年記念事業 歴史講座(後
期)

浅野藩政期の広島の歴史・文化などについて学ぶ講座 11月17日～2月16日(全5回) 広島市立中央図書館 広島市立中央図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立
中央図書館事業課
082-222-5542

要申込＊原則5回とも
参加できる方

広島県 広島市 ①
大人のための図書館セミナー「子どもが
好きな絵本　子どもの世界、子どもの憧
れ」

子どもが好きな本や、読み聞かせが大切な理由についてのお話。 10月27日 ＪＭＳアステールプラザ 広島市立中区図書館 無料
広島市立中区図書館
ＴＥＬ082-248-9300

要申込。10月2日（火）
午前9時から受付。先
着70名。
手話通訳、要約筆記
の申し込みは10月6日
（土）まで

広島県 広島市 ① おはなしとこども映画会
幼児・児童とその保護者を対象とした、絵本の読み聞かせや手遊びと絵
本を原作とした映画の上映会です。

11月3日 ＪＭＳアステールプラザ 広島市立中区図書館 無料
広島市立中区図書館
ＴＥＬ082-248-9300

広島県 広島市 ① おはなし会 幼児・小学生を対象とした絵本の読み聞かせ、手あそびなど
10月20日、28日、11月17
日、25日

広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立東区図書館
082-262-5522

広島県 広島市 ① おひざにだっこのおはなし会
乳幼児とその保護者を対象とした絵本の読み聞かせ、手あそび、わらべう
たなど

10月10日、24日、11月14日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立東区図書館
082-262-5522

広島県 広島市 ① 展示「大昔の地球」
10/15.・16の国際化石の日にちなみ、古生学や地球の歴史に関する本の
展示

10月2日～10月19日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立東区図書館
082-262-5522

広島県 広島市 ① 展示「本とひと息しませんか」 図書館まつりのテーマに関連した本の展示 10月20日～11月25日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立東区図書館
082-262-5522

広島県 広島市 ① 雑誌リサイクル 保存年限切れ雑誌の無償譲渡 10月13日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立東区図書館
082-262-5522

広島県 広島市 ①
わくわく図書館講座「いろいろな本に出会
おう～小学校中学年におすすめの本の
紹介～」

本選びに迷っている人におすすめの本を紹介します 10月27日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立東区図書館
082-262-5522

要申込。10月2日から
受付。先着20名。

広島県 広島市 ① わくわく図書館講座「戸坂のあけぼの」 郷土史の講座 11月4日
広島市東区民文化セン
ター　中会議室

広島市立東区図書館 無料
https://www.library.cit
y.hiroshima.jp/

広島市立東区図書館
082-262-5522

要申込。10月2日から
受付。先着40名。

広島県 広島市 ①
こぐまちゃんクラブ
（乳幼児向けおはなし会）

乳幼児と保護者対象。絵本の読み聞かせわらべうたなどをおこないます。 １０月２３日、１１月１３日 広島市立南区図書館 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 おはなし会 幼児と小学生対象。絵本の読み聞かせ、紙芝居などをおこないます。
１０月６日、２０日、１１月３
日、１０日

広島市立南区図書館 広島市立南区図書館 無料
広島市立南区図書館
082-251-1080

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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
「きのこがいっぱい！」

きのこに関する本の展示

10月2日～
10月31日
（10/10～16は特別整理期
間のため休館）

広島市立南区図書館 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
展示
「芸術の秋」

工芸・美術に関する本の展示 11月1日～29日 広島市立南区図書館 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 保存期限切れの雑誌お譲りします 保存期限が過ぎた雑誌を無償で譲渡します。 10月21日 広島市立南区図書館 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 ①③ ストーリーテリング講座
10/25　講演会
10/26　大人のためのストーリーテリング

10月25日
10月26日

広島市西区民文化セン
ター　大会議室

広島市立西区図書館 無料
広島市立西区図書館
082-234-1970

要申込。10月2日から
受付。10/25先着50
名、10/26先着80名。

広島県 広島市 ① えほんくらぶ 乳幼児のための絵本の読み聞かせと懇談など
10月12日
11月9日

広島市立西区図書館 広島市立西区図書館 無料
広島市立西区図書館
082-234-1970

１１時～

広島県 広島市 ① おはなしキャンドル ストーリーテリング（昔話やわらべうたなどを楽しむ会）
 10月13日
 11月10日

広島市立西区図書館 広島市立西区図書館 無料
広島市立西区図書館
082-234-1970

１１時～

広島県 広島市 ① おはなし会 幼児・小学生を対象とした絵本の読み聞かせなど
 10月27日
 11月24日

広島市立西区図書館 広島市立西区図書館 無料
広島市立西区図書館
082-234-1970

１１時～

広島県 広島市 ① おはなし会 幼児・小学生を対象とした絵本の読み聞かせなど 10月20日 安佐南区民文化センター 安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

１１時～

広島県 広島市 ① おはなし会 幼児・小学生を対象とした絵本の読み聞かせなど 11月4日 安佐南区民文化センター 安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

１１時～

広島県 広島市 ① おはなし会 幼児・小学生を対象とした絵本の読み聞かせなど 11月17日 安佐南区民文化センター 安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

１１時～

広島県 広島市 ① 012才のおはなし会 乳幼児とその保護者を対象とした絵本の読み聞かせ、わらべうたなど 10月13日 安佐南区民文化センター 安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

１１時～先着２０組、当
日１０時半から安佐南
区図書館カウンターで
整理券配布

広島県 広島市 ① 012才のおはなし会 乳幼児とその保護者を対象とした絵本の読み聞かせ、わらべうたなど 10月25日 安佐南区民文化センター 安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

１１時～先着２０組、当
日１０時半から安佐南
区図書館カウンターで
整理券配布

広島県 広島市 ① 012才のおはなし会 乳幼児とその保護者を対象とした絵本の読み聞かせ、わらべうたなど 11月10日 安佐南区民文化センター 安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

１１時～先着２０組、当
日１０時半から安佐南
区図書館カウンターで
整理券配布

広島県 広島市 ① 012才のおはなし会 乳幼児とその保護者を対象とした絵本の読み聞かせ、わらべうたなど 11月29日 安佐南区民文化センター 安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

１１時～先着２０組、当
日１０時半から安佐南
区図書館カウンターで
整理券配布

広島県 広島市 ① 図書展示 テーマ：「図書館で発見！本とひと息しませんか」 10月5日～11月29日 安佐南区図書館 安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 幼児・小学生と保護者を対象に、絵本の読み聞かせなどをします。
10月20日,28日
11月17日,25日

広島市立安佐北区図書
館

広島市立安佐北区図書館 無料
広島市立安佐北区図書館
082-814-0340

広島県 広島市 ① 乳幼児のおはなし会 乳幼児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせや手遊びなどをします。
10月18日
11月15日

広島市立安佐北区図書
館

広島市立安佐北区図書館 無料
広島市立安佐北区図書館
082-814-0340

当日10時から整理券
配布

広島県 広島市 ① 展示「ふしぎな言葉の世界」 言葉に関する図書を展示します。 10月2日～31日
広島市立安佐北区図書
館

広島市立安佐北区図書館 無料
広島市立安佐北区図書館
082-814-0340

広島県 広島市 ① 展示「すっきり暮らす」 掃除・片付けに関する図書を展示します。 11月1日～29日
広島市立安佐北区図書
館

広島市立安佐北区図書館 無料
広島市立安佐北区図書館
082-814-0340

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本の交換市 11月11日 広島市立安芸区図書館 広島市立安芸区図書館 無料
広島市立安芸区図書館
082-824-1056

当日9時から
整理券配布

広島県 広島市 ①
展示「石井桃子さんからの贈り物～プー
さん、ピーター・ラビット、うさこちゃん、そ
してたくさんの本～」

石井桃子さんに関する図書を展示します。 10月2日～31日 佐伯区図書館 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

広島県 広島市 ① 展示「むかしむかし、あるところに・・・」 日本や世界の昔話や伝説に関する図書を展示します。 11月1日～29日 佐伯区図書館 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

広島県 広島市 ①
ドキュメンタリー映画の上映と監督のお
はなしの会「子どもに本を－石井桃子の
挑戦　Ⅲかつら文庫」

一般（中学生以上）を対象に、ドキュメンタリー映画の上映と、監督のおは
なしの講演会をします。

10月14日 佐伯区民文化センター 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

9/15～申込先着１４８
名

広島県 広島市 ①
ドキュメンタリー映画Ⅰノンちゃん牧場の
DVD上映

ギャラリーでDVD映画のエンドレス上映をします。 10月14日 佐伯区民文化センター 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

広島県 広島市 ①
ドキュメンタリー映画Ⅱ『子どもと文学』の
DVD上映

ギャラリーでDVD映画のエンドレス上映をします。 10月16日 佐伯区民文化センター 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

広島県 広島市 ① おはなし会 幼児・小学生と保護者を対象に、絵本の読み聞かせなどをします。 10月27日、11月3日 佐伯区民文化センター 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

広島県 広島市 ① おはなしいっぱい　秋の巻
幼児・小学生と保護者を対象に、昔話などストリーテリングのみの会をしま
す。

10月20日 佐伯区民文化センター 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

広島県 広島市 ① 乳幼児向けおはなし会
乳幼児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせ、手遊び、わらべうたなどを
します。

10月24日 佐伯区民文化センター 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

１０時半～、１１時～の
２回。各回２０組。３０
分前から整理券配布

広島県 広島市 ① こども映画会
アニメーション映画「からすのパンやさん」「だるまちゃんととらのこちゃん」
の上映と本の紹介

10月28日 佐伯区民文化センター 広島市立佐伯区図書館 無料
広島市立佐伯区図書館
082-921-7560

13時～と14時半～の
２回。各回50名、当日
先着順

広島県 広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせなど。 10月13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
広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室
0829-40-4005

広島県 広島市 ① 雑誌リサイクル 保存年限の切れた雑誌を市民に無償で譲渡します。 11月3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
広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室
0829-40-4005

先着順

広島県 広島市 ③ 健康教室～図書館で健康管理～ 健康に関する講座を行います。 11月1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
広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室
0829-40-4005

要申込

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 プロの漫画家の講師に手ほどきを受けながらイラストのぬり絵をします。 11月3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
広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室
0829-40-4005

要申込

広島県 広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせなど。 11月10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
広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室
0829-40-4005

広島県 広島市 ③
「江戸の湯来を見る」　　　　　　　パネル
展示

広島藩絵師の岡岷山が描いた「都志見往来諸勝図」の中から湯来地区の
絵図を複製したパネル展です。

Ｈ30常設展示
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
広島市立佐伯区図書館
湯来河野閲覧室
0829-40-4005

広島県 広島市 ③ ＜まんが＞本の交換市 持ち帰り、持ち込み自由な本（まんが）の交換市です。 10月27日 安公民館
公益財団法人
広島市文化財団
広島市まんが図書館あさ閲覧室

無料
広島市まんが図書館
あさ閲覧室
082-830-3675

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、イラストの描き方教室です。 11月17日 安公民館
公益財団法人
広島市文化財団
広島市まんが図書館あさ閲覧室

300円
広島市まんが図書館
あさ閲覧室
082-830-3675

要申込

広島県 広島市 ③ マッピーをさがせ！2018 閲覧室に隠されたマッピーをさがすイベントです。 10月20日～11月11日
広島市まんが図書館あさ
閲覧室

公益財団法人
広島市文化財団
広島市まんが図書館あさ閲覧室

無料
広島市まんが図書館
あさ閲覧室
082-830-3675

広島県 広島市 ① おはなし会
幼児・小学生と保護者を対象に、絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
などを行います。

10月7日，14日，21日，28
日，11月3日，4日，11日，18
日，25日

５－Ｄａｙｓこども図書館
（広島市こども図書館）

広島市こども図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① おひざにだっこのおはなし会
乳幼児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせ、手遊び、絵本の紹介など
を行います。

10月13日，19日，27日，11
月10日，16日，24日

５－Ｄａｙｓこども図書館
（広島市こども図書館）

広島市こども図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① プレパパ・プレママの絵本タイム
妊婦さんとパートナー、家族の方を対象に、絵本の読み聞かせ、手遊び、
絵本の紹介などを行います。

10月2日，11月17日
５－Ｄａｙｓこども図書館
（広島市こども図書館）

広島市こども図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① 福屋でのおはなし会 絵本の読み聞かせなどを行います。 10月13日，11月10日
福屋八丁堀本店９階屋上
八丁堀ＳＯＲＡＬＡ

広島市こども図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① イオンでのおはなし会 絵本の読み聞かせなどを行います。 11月21日
イオンモール広島府中３
階キッズガーデン

広島市こども図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① ヌマジ交通ミュージアムでのおはなし会 絵本の読み聞かせなどを行います。 10月21日，11月18日 ヌマジ交通ミュージアム 広島市こども図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① 展示「ようこそ！図書館へ」 本や図書館に関する図書を展示します。 9月29日～10月31日
５－Ｄａｙｓこども図書館
（広島市こども図書館）

広島市こども図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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「大切にしたい「和」のこころ」 日本の伝統文化に関する図書を展示します。 11月1日～29日
５－Ｄａｙｓこども図書館
（広島市こども図書館）

広島市こども図書館 無料
http://www.library.city.
hiroshima.jp/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① 第41回二葉公民館まつり 公民館活動の成果発表と地域住民の交流を図るイベントです。 11月10日～11月11日
二葉公民館・東区総合福
祉センター

二葉公民館まつり実行委員会
二葉公民館
082-262-4430

広島県 広島市 ① 第４７回古市･大町ふれあいまつり
公民館学習グループや地域団体による作品展示、舞台発表、バザーなど
を開催し、日頃の学習成果の発表や地域住民の交流を図る。

11月17日～18日 古市公民館
古市・大町ふれあいまつり
実行委員会

 
古市公民館
082-877-2677

広島県 広島市 ① 第39回金亀の里かめやま地域まつり
公民館学習グループのステージ発表や作品展示、地域住民によるバザー
を開催します。

11月10日，11日 亀山公民館
第39回金亀の里かめやま
地域まつり実行委員会

無料（バ
ザーは実
費）

http://www.cf.city.hiro
shima.jp/kameyama-k/

亀山公民館
082-815-1830

広島県 広島市 ① 君もマンガ家！小学生漫画イラスト講座 プロの漫画家によるイラストの描き方 １０月２７日、２８日 広島市まんが図書館 広島市まんが図書館 無料
広島市まんが図書館
082-261-0330

要申込

広島県 広島市 ① 君もマンガ家！中高生漫画イラスト講座 プロの漫画家による漫画の描き方 11月3日 広島市まんが図書館 広島市まんが図書館 無料
広島市まんが図書館
082-261-0331

要申込

広島県 広島市 ① 第22回藤の木公民館まつり
公民館学習グループのステージ発表や作品展示、地域住民によるバザー
を開催します。

11月17日～11月18日 藤の木公民館
藤の木公民館まつり実行委員
会

http://www.cf.city.hiro
shima.jp/fujinoki-k/

藤の木公民館
082-927-2496

広島県 広島市 ③
第１２回広島大学（霞部局合同企画）
ホームカミングデー

11月の第2土曜日に、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・文化講演を開催します。一般市民も参加可能
なもので情報交換・交流の場の事業として、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５１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）

国立大学法人広島大学 無料

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/med
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/dent
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/pharm
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/bhs

霞地区運営支援部
総務グループ
Tel:082-257-5013

広島県 広島市 ①
公開講座　シティカレッジ
東アジア・東南アジアの諸相

近年、世界の中で東アジア・東南アジア地域の「存在感」が大きくなってい
ます。この地域の「今」を知ることは、今後の日本のあり方を展望するため
にも不可欠です。本講座では、東アジア・東南アジア地域に研究フィール
ド、滞在経験のある講師陣がさまざまな話題を提供します。

10/30、11/6、11/13、
11/20、11/27
18時～19時30分

広島市まちづくり
市民交流プラザ研修室Ｃ
(広島市中区袋町6-36)

教育ネットワーク中国
公益財団法人広島市文化財団
広島市

無料
http://www.hue.ac.jp/
visitors/local/city_colle
ge/index.html

公益財団法人
広島市文化財団
ひと・まちネットワーク
部管理課TEL(082)541-
5335

※事前に教育ネット
ワーク中国に登録が
必要
※5回聴講可能な方が
対象

広島県 広島市 ①
日本文学
イメージ形成の古典文学〈厳島〉

私たちが抱く歴史上の出来事や人物のイメージの多くは文学作品に拠っ
ています。例えば、厳島の戦いのイメージは、軍記物語によって作られて
います。本講義ではそうしたイメージがどのように作られていったのかを考
察していきます。

11/8、11/15、11/22、
11/29、12/6
13時～14時30分

広島経済大学 1号館133
教室
（広島市安佐南区祇園5-
37-1）

教育ネットワーク中国 無料
http://www.hue.ac.jp/
visitors/local/hiroshim
a_college/index.html

広島経済大学
教育・学習支援センター
教育支援課
TEL（082）871-9345

※事前に教育ネット
ワーク中国に登録が
必要
※5回聴講可能な方が
対象

広島県 広島市内 ①
認知症を知る
　「認知症のタイプ別症状の特徴を知る」

「認知症にやさしい図書館」をテーマに９月28日から11月30日まで特設
コーナーを設置します。この取り組みは、市民が認知症の正しい知識を得
る、同時に認知症に対する偏見を減らすことを目的として実施します。そ
の一環として、市民向けの講座を計２回実施します。第一回は９月30日に
実施して、認知症に関する書籍の紹介をします。第二回は、11月２日に行
事名で示した内容で実施します。

11月2日
広島市立中央図書館
３階セミナー室

広島市立中央図書館と広島都
市学園大学の連携事業

無料 http://www.hcu.ac.jp/

広島都市学園大学
健康科学部
リハビリテーション学科
082-849-6883
谷川良博

定員先着30名

広島県 広島市内 ① 認知症にやさしい図書館
「認知症にやさしい図書館」をテーマに９月28日から11月30日まで特設
コーナーを設置します。この取り組みは、市民が認知症の正しい知識を得
る、同時に認知症に対する偏見を減らすことを目的として実施します。

９月28日から11月30日
広島市立中央図書館
２階自由閲覧室B

広島市立中央図書館と広島都
市学園大学の連携事業

無料 http://www.hcu.ac.jp/ 広島市立中央図書館

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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
安佐南区

① 認知症にやさしい図書館

「認知症にやさしい図書館」をテーマに11月１日から1２月21日まで特設
コーナーを設置します。作業療法学専攻学生が市民を対象に認知症を正
しく知るために選書した本を展示します。この取り組みは、市民が大学図
書館を利用しやすくする目的もあります。また、市民が認知症を専門として
いる大学教員に相談も可能です。

11月1日12月21日
広島都市学園大学
西風新都キャンパス
図書館

広島都市学園大学 無料 http://www.hcu.ac.jp/

広島都市学園大学
健康科学部
リハビリテーション学科
082-849-6883

開館時間　9：00～21：
30

広島 広島市 ①
放送大学公開特別講座「心と行動を測
る」

「心と行動を測る」についてお話します。 10月20日 広島学習センター 放送大学 無料
放送大学
広島学習センター
082-247-4030

広島 広島市 ① 放送大学公開特別講座「共生とは？」 「共生とは？」についてお話します。 10月27日 広島学習センター 放送大学 無料
放送大学
広島学習センター
082-247-4030

広島 広島市 ① 放送公開講演会「未定」 「放送大学新時代」記念行事として公開講演会を行います。 11月4日 広島学習センター 放送大学 無料
放送大学
広島学習センター
082-247-4030

広島 広島市 ①
放送大学公開特別講座「子ども理解と発
達理論」

「子ども理解と発達理論」についてお話します。 11月11日 広島学習センター 放送大学 無料
放送大学
広島学習センター
082-247-4030

広島 広島市 ①
放送大学公開特別講座「脳卒中リスクを
減らすために、今日からできること」

「脳卒中リスクを減らすために、今日からできること」についてお話します。 11月11日 広島学習センター 放送大学 無料
放送大学
広島学習センター
082-247-4030

広島 広島市 ①
放送大学公開特別講座「「横見廃寺（三
原市本郷町）」

「横見廃寺（三原市本郷町）」についてお話します。 11月18日 広島学習センター 放送大学 無料
放送大学
広島学習センター
082-247-4030

広島県
広島市
安佐南区

① 認知症サポーター養成講座
認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援し、だれも
が暮らしやすい地域づくりについて学習する。

11月7日
広島都市学園大学
西風新都キャンパス
講義棟304

広島市 無料 http://www.hcu.ac.jp/

広島都市学園大学
健康科学部
リハビリテーション学科
082-849-6883
渡邊　哲也

開催時間は9:00～
10:30

広島県 広島市東区 ① 第36回公開セミナー
2018年度は、人間生活学部生活デザイン学科が担当し、総合テーマ「生
活とデザイン―歴史・文化・芸術」のもとに4回の講演を行います。

10/6～10/27 広島女学院大学 広島女学院大学 無料
https://www.hju.ac.jp/
public/open-
seminar.php

教務課 要事前申し込み

広島県 福山市 ③，④
秋の展示
「過去を知る・未来へ伝える－文化財の
保存と修理－」

当館所蔵の重要文化財「広島県草戸千軒町遺跡出土品」「菅茶山関係資
料」を未来へ伝えるための保存修理の意義や，博物館活動への理解を深
める展示会を開催します。

10月12日～11月4日 広島県立歴史博物館 広島県立歴史博物館
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/site/rekishih
/

広島県 福山市 ③
全国巡回展
「発掘された日本列島2018」

全国及び広島県の発掘調査から注目された出土品の紹介を通して，埋蔵
文化財への理解や，郷土への愛着を深める展示会を開催します。

11月14日～12月24日 広島県立歴史博物館 広島県立歴史博物館
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/site/rekishih
/

広島県 福山市 ①，②
グローバルキャンプin福山少年自然の
Yeah!!

福山少年自然の家における自然体験活動等を外国人とともに行うことを
通して，グローバル人材に必要な「英会話によるコミュニケーション能力」
「主体性」「チャレンジ精神」「協働」等の資質・能力を育みます。

10月20日～21日
※１泊２日

福山少年自然の家 福山少年自然の家
福山少年自然の家
084-935-7166

小学校３・４年生対象
(予定)

広島県 福山市 ①，②
「あそび・まなぶ！キッズキャンプinふくや
ましょうねんしぜんのイェーイ!!」

就学前の年長児と小学校1年生が，親元を離れて自然体験及び宿泊体験
を行うことを通して，自然の中で活動する楽しさに気付き，自立心やコミュ
ニケーション力が身に付く活動をします。

11月10日～11日
※１泊２日

福山少年自然の家 福山少年自然の家
福山少年自然の家
084-935-7166

未就学児（年長児）と
小学校１年生の児童
（予定）

広島県 福山市 ③
けんみん文化祭ひろしま’18「吟詠剣詩
舞の祭典」

県民の皆様の文化活動の発表，鑑賞，交流の場として開催する「けんみ
ん文化祭ひろしま」の「吟詠剣詩舞」分野の発表です。

11月25日 福山市神辺文化会館
けんみん文化祭
ひろしま実行委員会

http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県 福山市 ③ あいサポートふれあいコンサート
障害のある方への芸術活動への参加を通じて，障害のある方の自立と社
会参加の促進に寄与し，県民の障害への理解を深めることを目的として，
障害のある方によるコンサートを開催します。

9月9日 神辺文化会館ホール 広島県 無料
広島県健康福祉局
障害者支援課
082-513-3157

広島県 福山市 ① 技能祭
職業能力開発施設の訓練内容を紹介する多彩なイベントを開催します。
（ものづくり体験，公開実習など）

10月27日
県立福山高等技術専門
校

県立福山高等技術専門校 無料
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/soshiki/185/

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ① 本の福袋
秋の読書週間に合わせ，テーマごとに司書が選んだ本を，タイトルが見え
ないよう袋に入れて貸出します。

10月27日
～なくなり次第

福山市全図書館（7館） 福山市中央図書館
中央図書館
084-932-7222

広島県 福山市 ① 読み聞かせ講座２０１８
読み聞かせを始める保護者やボランティア対象の，本の選び方・読み方
等の講座です。

11月10日 福山市北部図書館 福山市北部図書館
北部図書館
084-976-4822

広島県 福山市 ① 講演会 講師：ブックディレクター・幅允孝さん 11月11日
まなびの館ローズコム　４
階　大会議室

福山市中央図書館
中央図書館
084-932-7222

広島県 福山市 ① 読み聞かせ講座２０１８
読み聞かせを始める保護者やボランティア対象の，本の選び方・読み方
等の講座です。

11月17日 福山市東部図書館 福山市東部図書館
東部図書館
084‐940‐2575

広島県 福山市 ① 読み聞かせ講座２０１８
読み聞かせを始める保護者やボランティア対象の，本の選び方・読み方
等の講座です。

11月24日 福山市松永図書館 福山市松永図書館
松永図書館
084‐933‐3770

広島県 福山市 ① ふくやま子どもフェスティバル２０１８
子どもたちが「もっと知りたい」「自分でやってみたい」という意欲を育む工
作，お仕事等のさまざまな体験活動を行います。

11月3日
まなびの館ローズコム・中
央公園

ふくやま子どもフェスティバル実
行委員会

http://www.city.fukuya
ma.hiroshima.jp/soshiki
/chubushogai/2829.ht
ml

広島県 福山市 ③

福山大学人間文化学部人間文化学科主
催
「文化フォーラム2018」
第4回「井伏鱒二と備後の芸術家達」

「文化フォーラム」は福山大学人間文化学部人間文化学科の研究成果を
地域の皆様に紹介する講演会（9月と10月に4回開催）です。今回は，井伏
鱒二生誕120年を記念して，2015年に本学科の研究で明らかとなった井伏
鱒二未公開書簡の研究成果を発表します。

10月27日 ふくやま文学館　研修室
福山大学人間文化学部
人間文化学科

無料
福山大学経済学部・
人間文化学部事務室
084-936-2111

広島 福山市 ①
放送大学公開特別講座「考えることと迷
うこと（思考と心理学）」

「考えることと迷うこと（思考と心理学）」についてお話します。 11月4日 福山サテライトスペース 放送大学 無料
放送大学
福山サテライトスペース
084-991-2011

広島県 府中市 ②，③ 「ひろしま教育の日」フォーラム
全県展開を開始した広島版「学びの変革」で，子供たちの学びがどのよう
に変わり，どのような力が育まれているのかを，保護者を始め広く県民に
周知を図るとともに，県全体の機運醸成を図ります。

10月28日 府中市立総合体育館 広島県教育委員会 無料
秘書広報室
教育広報係
082-513-4934

広島県 府中市 ①
「あそびのひろば」
（教育フォーラムと同時開催）

親子の会話を楽しむコーナーや親子で楽しさを共有する体験活動プログ
ラムなど，親子で一緒に楽しみながら，「遊び」は「学び」を体験する場を提
供します。

10月28日
府中市南の丘
（ＴＴＣアリーナと周辺施
設）

広島県教育委員会 無料
生涯学習課
生涯学習支援係
082-513-5013

広島県 府中市
①，②，
③，④

第8回府中学びフェスタ
豊かな心と確かな学力を備えた府中の子どもたちの育成のため、学校、
家庭、地域が連携参画し、様々な学びが結集するイベントです。

10月27日～10月28日
南の丘（府中市立総合体
育館と周辺施設）

府中学びフェスタ実行委員会
府中市教育委員会
生涯学習課
0847-43-7181

平成30年度「ひろしま
教育の日」フォーラム
と併催

広島県 府中町 ①
第４４回府中町リレー
カーニバル

町内在住・在勤者によるリレーを行います。 10月13日 空城山公園 府中町陸上競技協会
府中町陸上競技協会
082-281-7396

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を行います。

10月27日
安芸府中生涯学習
センター　くすのきプラザ

府中町立図書館 無料
府中町立図書館
082-286-3405

広島県 府中町 ①
ふちゅうスポーツフェ
スタ2018

スポーツへのきっかけづくりのイベントです。 11月3日
安芸府中生涯学習
センター　くすのきプラザ

府中町教育委員会
府中町スポーツ推
進委員協議会

無料
府中町教育委員会事務局
社会教育課
082-286-3272

広島県 三原市 ①
三原シティカレッジ「子どもたちへの地域
での発達支援」

子どもの支援に関わる保護者，医療・保健・福祉・教育関係者等を対象者
とする公開講座です。

10月5日，26日，
11月9日，30日

県立広島大学
三原キャンパス

三原地域連携推進協議会，
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

三原シティカレッジ「まだまだ，工夫できる
在宅生活－ケアマネージャーやケアプラ
ンの役割や仕組みを知って，自分で描い
てみよう，提案してみよう，自分のプラン
－」

最小限必要な知識と在宅生活のコツをつかみ，自分が提案する，自分の
ケアプランやライフプランを考える公開講座です。

10月16日
県立広島大学
三原キャンパス

三原地域連携推進協議会，
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 三原シティカレッジ「園芸福祉講座2018」
植物が私たちの心身や社会に与える効果を学び，その後に木の実などを
使って工作作りを行い各自でテーマを決めて小さな寄せ植えを作る公開
講座です。

10月26日～27日
県立広島大学
三原キャンパス

三原地域連携推進協議会，
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

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 三原市 ③
県立広島大学
三原キャンパス
「第２４回浮城祭」

学生企画による多彩なイベントを開催します。 10月24日～25日
県立広島大学
三原キャンパス

県立広島大学 無料
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/fe
stival/

広島県 三原市 ② 第1１回三原市小学校陸上記録会
三原市内の小学校６年生全児童を対象にした，陸上競技（５種目）の記録
会を行います。

10月10日
雨天時：10月17日

やまみ三原運動公園陸上
競技場

三原市教育委員会 無料
学校教育課
0848-67-6155

広島県 三原市 ①，② 三原教育「希望と未来」フォーラム
　三原の未来を担う小・中学生による優れた学校文化の披露や，「希望と
未来」をテーマとする講演を通して，互いを磨き，創造性や自律性の伸長
を図り，未来の宝である子どもたちの健全育成を図ります。

10月28日
本郷生涯学習センターに
いたかホール

三原市教育委員会 無料
学校教育課
0848-67-6155

広島県 三次市 ③，④
秋の企画展
「霧に包まれた古墳の謎 －大王(おおき
み)の時代と三次盆地－

　広島県を中心とする各地から発見された資料を紹介しながら，三次盆地
の古墳の謎に迫り，郷土への愛着を深める展示会を開催します。

10月5日～11月25日
広島県立歴史民俗資料
館

広島県立歴史民俗資料館
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/site/rekimin
/

広島県 三次市 ①，③
ふどきの丘　秋まつり
お楽しみイベント盛りだくさん！

「中国やまなみ街道」沿線を中心にした周辺の市町や博物館などの歴史
的体験イベントを一堂に集結し，楽しい体験活動をとおして参加者の歴
史・文化に対する興味関心を高める行事を開催します。

10月14日
広島県立歴史民俗資料
館

広島県立歴史民俗資料館
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/site/rekimin
/

広島県 三次市 ①，③
ふどきの丘体験教室４
『土器・ハニワをつくろう２』

ふどきの丘体験教室２『土器・ハニワをつくろう１』で形を作った土器・ハニ
ワを弥生時代の方法で焼き上げる体験をとおして，子どもたちの歴史・文
化に対する興味関心を高める行事を開催します。

11月10日
広島県立歴史民俗資料
館

広島県立歴史民俗資料館 無料
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/site/rekimin
/

広島県 三次市 ③
けんみん文化祭ひろしま’18「邦楽・日本
舞踊の祭典」

県民の皆様の文化活動の発表，鑑賞，交流の場として開催する「けんみ
ん文化祭ひろしま」の「邦楽・日本舞踊」分野の発表です。

11月18日 三次市民ホールきりり
けんみん文化祭ひろしま実行委
員会

http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県 三次市 ① 技能祭
職業能力開発施設の訓練内容を紹介する多彩なイベントを開催します。
（ものづくり体験，公開実習など）

11月3日
県立三次高等技術専門
校

県立三次高等技術専門校 無料
https://www.pref.hiros
hima.lg.jp/soshiki/186/

広島県 三次市 ③ 三次きらきらコンサート 市内中学校生徒の音楽発表会です。 10月13日 三次市民ホールきりり
三次きらきらコンサート実行委員
会

無料
三次ライオンズクラブ
0824-62-8400

広島県 三次市 ③ 安野光雅展
独特のユーモアと想像力、繊細な画風で知られる絵本作家・安野光雅。懐
かしい日本の風景や素朴な草花など親しみやすい作品約100点を通して、
その幅広い作品世界の魅力を紹介します。

8月30日～10月8日 奥田元宋・小由女美術館 奥田元宋・小由女美術館
http://genso-
sayume.jp/

広島県 三次市 ③ 木梨憲武展

芸能タレントとして高い人気を誇る木梨憲武氏は、独創的な作風の画家と
して20年以上のキャリアを持ち、国内外の美術館やギャラリーで作品を発
表してきました。本展覧会では、代表作の数々や近作など約100点を公開
します。

10月20日～12月9日 奥田元宋・小由女美術館 奥田元宋・小由女美術館
http://genso-
sayume.jp/

広島県 三次市 ③ 天草四郎展
天草四郎は島原の乱で知られる江戸時代初期のキリシタンです。実在し
たとのしないともいわれるベールに包まれた人物像を表現している辻村寿
三郎氏の世界観あふれる初公開作品を展示しています。

4月1日～11月4日 辻村寿三郎人形館 一般社団法人　寿三郎みよし
辻村寿三郎人形館
0824-64-1036

広島県 三次市 ③
辻村寿三郎人形館『全国創作人形公募
展』

平成28年に第1回を開催し、全国の皆様から反響が大きかったこともあり、
今回が第2回目の開催。期間中は寿三郎作品約20点と同展入選作品を展
示します。

9月29日～11月4日 辻村寿三郎人形館 一般社団法人　寿三郎みよし
辻村寿三郎人形館
0824-64-1036

広島県 三次市 ③ 鉄アート　金襴お雛、兜創作人形展
鉄工場の残材を再利用し鉄アートを製作されている福原栄子さんと金襴
緞子を製作されている川崎紀美子さんの作品を展示します。

9月2日～10月14日 はらみちを美術館 はらみちを美術館
http://www.kimita-
onsen.com/

広島県 三次市 ③ 点描曼荼羅画展
点描曼荼羅作家である藤本明子さんが製作された点描曼荼羅を展示しま
す。展示期間中の10月21日には，ピアニストきくちレイコさんのコンサート
も開催します。

10月20日～11月25日 はらみちを美術館 はらみちを美術館
http://www.kimita-
onsen.com/

広島県 三次市 ③ 中村鳳善・汀予子展
切り絵作家 中村鳳善さんと，木版画作家 中村汀予子さんご夫妻による作
品展です。豊かな自然に息づく命を描く切り絵と、心の根底に流れる「祭」
や心の風景を描く版画を展示します。

10月7日～11月4日 美術館あーとあい・きさ 美術館あーとあい・きさ
美術館あーとあい・きさ
0824-43-2231

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 三次市 ③ 第15回広島日展会総合小品展
日本を代表する公募展である日展の地方組織としての活躍が高く評価さ
れている広島日展会に所属する作家の作品5科（日本画、洋画、彫刻、工
芸美術、書）を一堂に展示します。

11月11日～12月9日 美術館あーとあい・きさ 美術館あーとあい・きさ
美術館あーとあい・きさ
0824-43-2231

広島県 三次市 ③
飯田泰子展　-木彫彩色の鳥たち‐
いのちの一片（かけら）

バードカービングに、漆や金箔を合わせて表現した鳥たやリアルで優雅な
雀やウズラ等１０点を紹介します。

10月6日～12月2日 三良坂平和美術館 三良坂平和美術館 0824-64-1036

広島県 未定 ①
子供・若者育成支援強調月間
「あいさつ・声かけ運動」
街頭啓発キャンペーン

11月の子供・若者育成支援強調月間に当たり，「あいさつ・声かけ運動」の
街頭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広島駅外，ＪＲ主要駅
2か所）

県民活動課 無料
県民活動課
082-513-2740

広島県 県内全域 ①，③
「いつもの遊びで姿勢が変わる!さあ、体
験・体感・実感しよう!!」と「食べてみよう」

「子どもの姿勢が気になるわ」「家の中でばかり遊んでるわ」「子どもとどん
なことして遊んだら良い？」等・・・このようなお悩みを保護者の方からよく
聴きます。
そこで作業療法士から簡単な遊びを提案します。
「ええ?? こんなことで良いの？」とお悩みは解消します。
お子さん・保護者の方と一緒に参加していただけます。
子どもに関わる職種の方、お1人での参加も可能です。

11月4日
広島都市学園大学
宇品キャンパス 2号館

広島都市学園大学 無料 http://www.hcu.ac.jp/

広島都市学園大学
健康科学部
リハビリテーション学科
082-849-6883
平尾 文
aya.72710@hcu.ac.jp

対象 2歳以上のお子
さんとご家族
（兄弟が2歳以下は
OK）
開催時間 10：30～12：
00
先着20組

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


