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広島県 安芸太田町 ② 自主公開 児童の算数の学習の様子を保護者・地域へ公開します。 10月31日 安芸太田町立戸河内小学校 安芸太田町立戸河内小学校
安芸太田町立戸河内小学校
0826-28-2401

広島県 安芸太田町 ② 自主公開 児童の算数・理科・総合的な学習の様子を保護者・地域へ公開します。 11月1日 安芸太田町立加計小学校 安芸太田町立加計小学校
安芸太田町立加計小学校
0826-22-0049

広島県 安芸太田町 ② 自主公開 児童の道徳の学習を保護者・地域へ公開します。 11月1日 安芸太田町立上殿小学校 安芸太田町立上殿小学校
安芸太田町立上殿小学校
0826-28-2721

広島県 安芸太田町 ②

第9回広島県中学校人権教
育研究会(山県大会)
令和元年度人権教育総合推
進地域事業

児童が主体的・対話的に「人権に関する知的理解」を深める授業づくりと
学びの見取りを行います。

11月14日 安芸太田町立安芸太田中学校

安芸太田町立安芸太田中学
校
安芸太田町立筒賀小学校
安芸太田町立上殿小学校

安芸太田町立安芸太田中学校
0826-32-2244

中学校区合同開催

広島県 安芸太田町 ②
令和元年度人権教育総合推
進地域事業

児童が主体的・対話的に「人権に関する知的理解」を深める授業づくりと
学びの見取りを行います。

11月14日 安芸太田町立筒賀小学校 安芸太田町立筒賀小学校
安芸太田町立筒賀小学校
0826-32-2513

広島県 安芸太田町 ②
令和元年度人権教育総合推
進地域事業

児童が主体的・対話的に「人権に関する知的理解」を深める授業づくりと
学びの見取りを行います。

11月14日 安芸太田町立上殿小学校 安芸太田町立上殿小学校
安芸太田町立上殿小学校
0826-28-2721

広島県 安芸太田町 ②
令和元年度人権教育総合推
進地域事業

児童が主体的・対話的に「人権に関する知的理解」を深める授業づくりと
学びの見取りを行います。

11月14日 安芸太田町立戸河内小学校 安芸太田町立戸河内小学校
安芸太田町立戸河内小学校
0826-28-2401

広島県 安芸太田町 ① おはなし会
子どもとその保護者を対象にボランティアによる本の読み聞かせを行いま
す。

11月 安芸太田町立図書館 安芸太田町立図書館
安芸太田町立図書館
0826-22-1213

広島県 安芸太田町 ① 読書会 1冊の課題本を選定し、参加者で意見交換を行います。 11月 安芸太田町立図書館 安芸太田町立図書館
安芸太田町立図書館
0826-22-1213

広島県 安芸太田町 ① 本のリサイクル市 図書館の古い本や雑誌を無料で持って帰ることができます。 11月 安芸太田町立図書館 安芸太田町立図書館
安芸太田町立図書館
0826-22-1213

広島県
安芸郡　　　　　
　　　府中町

①
第12回　図書館まつり
本のリサイクル市

町民の読書活動を振興し図書館活動を周知するため、図書館で活動する
読み聞かせボランティアグループ等によるおはなし会と本のリサイクル市

10月26日 府中町くすのきプラザ 府中町立図書館 無料

広島県 安芸高田市 ③
令和元年度安芸高田市歴史
民俗博物館公開講座

令和元年度安芸高田市歴史民俗博物館公開講座の第5回講座です。
演題：「戦国高橋氏一族の興亡」
講師：県立広島大学宮島学センター長　秋山伸隆氏

11月10日
美土里生涯学習センターまなび（安
芸高田市美土里町本郷4535－2）

安芸高田市歴史民俗博物館 無料
http://www.akitakata.jp/ja/hakub
utsukan/

安芸高田市歴史民俗博物館
(0826-42-0070)

申込み不要

広島県 安芸高田市 ③
企画展「芸石国人高橋一族
の興亡」

中世に石見阿須那を拠点に本市美土里町・高宮町一帯に勢力を伸ばし
た高橋一族をテーマとした企画展です。毛利氏を凌ぐ勢力をもつ国人領
主であった高橋氏が、毛利氏との同盟関係を経て対立し滅亡した過程を
検証し、安芸高田の戦国史を再考します。古文書を中心とした数少ない
関係資料を収集公開し、県史跡松尾城跡など安芸高田市に残る高橋氏

10月26日～12月8日
安芸高田市歴史民俗博物館
(安芸高田市吉田町吉田278番地1）

安芸高田市歴史民俗博物館
http://www.akitakata.jp/ja/hakub
utsukan/

安芸高田市歴史民俗博物館
(0826-42-0070)

広島県 安芸高田市 ③
市民文化祭「舞台芸能の祭
典」

市内で活動されている、舞台・芸能団体の発表会です。 11月24日
安芸高田市民文化センター
（安芸高田市吉田町吉田761番地）

安芸高田市教育委員会 無料
安芸高田市教育委員会
生涯学習課（0826-42-0054）

広島県 大竹市 ①③ 大竹市文化祭
　日頃の生涯学習の成果を発表する場として，「美術展」「工芸展」「華展」
が開催されます。

11月1日～3日 大竹市総合市民会館 大竹市文化協会 無料
大竹市教教育委員会
生涯学習課

「漢詩展」10月5～6日
「川柳大会」11月17日
「芸能の祭典」11月24日

広島県 尾道市 ① おはなしと音を楽しむ会 読み聞かせとミュージックケアです。 11月2日 瀬戸田市民会館 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 絵本や紙芝居の読み聞かせ、エプロンシアターなどです。 11月9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 ①③ 第9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。

9月14日 ～10月14日
おのみち歴史博物館
受付エントランス

尾道市 無料
文化振興課
0848-20-7514

広島県 尾道市 ①③ おのみち歴史博物館特別展
特別展「村上海賊と瀬戸内海の城」を開催します。（今治市村上水軍博物
館・因島水軍城との巡回展です。）

9月28日 ～11月4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

大人200円、中学生以下無
料、10月以降入館料210円
（消費税改定に伴う料金変
更）

広島県 尾道市 ①② 児童作品展 町内の小学生が制作した絵画などの作品展示です。 10月1日 ～20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
0848-76-3113

広島県 尾道市 ③ 因島観光写真展
因島図書館開館25周年を記念して、因島の魅力を再発見する展示をしま
す。第32回いんのしま観光写真コンテスト受賞作品32点の展示です。

10月3日 ～11月10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 農業講習会
「畑の作業　コツと裏ワザ」と題して、農山漁村文化協会の講師に指導い
ただきます。

10月6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
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。
公開日は学校ごとに設定しています。

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

広島県 尾道市 ① 科学脳トレ講座
秋の読書週間にちなみ、最新の科学の話題、脳のトレーニング、簡単な
工作を杉本先生（鳥取大学名誉教授）に指導いただきます。

10月12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 ③
吉田路子切り絵展
「葛原しげる詩の世界」

秋の読書週間にちなみ、童謡詩人・葛原しげるの詩とその情景が浮かぶ
切り絵を7点展示し、葛原しげる作詞の因島小中学校の校歌も掲示しま

10月19日 ～11月17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 英語のおはなし会 幼児・小学生を対象にした英語の絵本の読み聞かせです。 10月20日 、11月17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
0848-76-3112

広島県 尾道市 ①② 平和ポスター展 町内の中学生が平和をテーマに制作したポスターを展示します。 10月22日 ～31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
0848-76-3114

広島県 尾道市 ②③ 全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。

10月25日 小学校
10月23日 中学校

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 ①③ ｢わくわく」おはなしフェスタ
幼児から小学生を対象としたおはなし会です。うたあそびや大型絵本・大
型紙芝居などが楽しめます。ブックトークもあります。

10月26日
尾道市立向島子ども図書館「わくわ
く」

尾道市立向島子ども図書館
「わくわく」

無料
尾道市向島子ども図書館
0848-44-0114

広島県 尾道市 ①③ 第14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26日 ～27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
第4回文化講座
「平田玉蘊と江戸時代の女
性画家」

江戸時代の女性画家を紹介しながら、平田玉蘊の生涯と画業の特色を考
える講座です。

10月27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 ①② 吹奏楽コンサート 町内の中学生・高校生による吹奏楽コンサートです。 10月27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
0848-76-3115

広島県 尾道市 ①③
第18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27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 ②③
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

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 ①③ 尾道小径散策秋の茶会2019 文化協会所属の4流派による茶会を開催します。 11月3日 浄土寺 尾道市文化協会
文化振興課
0848-20-7514

前売り600円
当日700円

広島県 尾道市 ①
第5回文化講座　「尾道三町
物語～『尾道町をゆく』から

尾道町内に散在する歴史的・民族的・文化的スポットや話題を拾い出しな
がら、尾道の町を表に裏にめぐってみる講座です。

11月3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

第61回「教育・文化週間」関連行事

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

広島県 尾道市 ①③ 市民音楽芸能祭2019 音楽、芸能団体による舞台発表です。 11月9～10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 ①③ 因島地区総合文化祭2019
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9～10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 ①③
第37回尾道市文化協会総合
文化祭
「尾道の美展2019」

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13～17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 ①② 人権作品展
町内の保育所・小学校・中学校の子どもたちが制作した絵画、作文・標語
を展示します。

11月15～26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
0848-76-3116

広島県 尾道市 ①
本とあそぼう全国訪問おは
なし隊

おはなしえほんバスがやってきて、絵本の見学や読み聞かせをします。 11月16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
0848-76-3117

広島県 尾道市 ③
進藤義武弦楽四重奏団クラ
シックコンサート

市民に本格的クラッシック音楽を無料で楽しんでいただくため、弦楽四重
奏の演奏会を開催します。

11月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 ③
進藤義武弦楽四重奏団クラ
シックコンサート

因島図書館開館25周年を記念して、弦楽四重奏曲2曲の演奏会をクラ
シック専用ホールで開催します。

11月24日 瀬戸田ベル・カントホール 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 昆虫スケッチ展 近隣で見つけた昆虫のスケッチ作品を展示します。 11月27日～12月12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
0848-76-3118

広島県 海田町 ①③ 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3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 施設の無料公開 常設展示および企画展示の無料公開 11月3日

・古保利薬師収蔵庫
・戦国の庭　歴史館
・芸北民俗芸能保存伝承館
・芸北民俗博物館

北広島町教育委員会 無料
https://www.town.kitahiroshima.lg
.jp/site/bunkazai/

北広島町教育委員会
生涯学習課文化振興係
（050-5812-5088）

広島県 北広島町 ③
史跡吉川氏城館跡・常仙寺　
発掘調査速報展「伝　吉川
興経（おきつね）首塚を掘

平成30年度実施の発掘調査に関する報告展示を行います。
6月26日～11月4日 戦国の庭　歴史館 北広島町教育委員会

https://www.town.kitahiroshima.lg
.jp/site/bunkazai/1757.html

戦国の庭　歴史館
（0826-83-1785）

広島県 北広島町 ②③ ともに千代田っ子を育てる会 子ども達が直面している課題についての教育講演会を行います。 11月8日 広島北部農協千代田支店
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 熊野町 ③
佐藤芙蓉コレクション寄贈記
念展　ゆるゆるコツコツ書と

本展でコレクションを一堂に展示し、佐藤芙蓉が実践している学書の方
法、書の味方、書の鑑賞法について紹介します。

10月3日～11月4日 筆の里工房 一般財団筆の里振興事業団
筆の里工房
082-855-3010

広島県 熊野町 ③
第２１回筆の里　ありがとう
ちょっと大きな絵てがみ大賞
優秀作品展（一般の部）

ありがとうをテーマに、筆で描いた絵てがみを全国募集、その優秀作品を
展示します。

11月9日～12月22日 筆の里工房 一般財団筆の里振興事業団
筆の里工房
082-855-3010

広島県 熊野町 ③
「勝負師のことば、勝利の筆
跡　－ひふみの言葉より」

加藤一二三の直筆の書と加藤氏の人柄を収めた写真を紹介します。 11月9日～12月22日 筆の里工房 一般財団筆の里振興事業団
筆の里工房
082-855-3010

広島県 熊野町 ①.③
第５１回筆の都くまの町民文
化祭

熊野町で活動している団体、個人が芸能発表、展示、バザー販売などを
行います。

10月19日～10月20日 熊野町民会館
第51回筆の都くまの町民文化
祭実行委員会

熊野町民会館
082-854-3111

広島県 熊野町 ①.③
楽しくまじめな講演会　　　　　
　　　　　　　　　　林家三平
「笑いと人生」

林家三平さんが「笑いと人生」というテーマで、楽しくまじめな講演会を開
催します。

11月10日 熊野町民会館 熊野町文化団体連絡協議会
熊野教育委員会生涯学習課
082-820-5621

広島県 呉 ②
呉市立中学校第４２回総合
文化行事

呉市内各中学校の文化活動や授業の成果を一堂に集め，各会場で展示
や発表を行います。

11月9日
15日,16日

呉市内各会場
呉市立中学校文化連盟
呉市教育委員会

無料
学校教育課
25-3569

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）

11月9日 県立呉高等技術専門校 県立呉高等技術専門校 無料
【広島県ＨＰ】　
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/184/

県立呉高等技術専門校
0823-71-8816

広島県 呉市 ③
浮世絵に見る江戸美人のよ
そおい展

浮世絵の画中に描かれ実際に使用されていた化粧道具や装身具のほ
か、衣装や婚礼道具などの貴重な優品をポーラ文化研究所および国立
歴史民俗博物館の所蔵品により併せてご紹介します。

11月2日～12月15日 呉市立美術館
呉市立美術館、呉市、呉市文
化振興財団、中国新聞社

http://www.kure-bi.jp/
呉市立美術館
0823-25-2007

広島県 呉市 ③
南薫造と東京美術学校の生
徒たち

東京美術学校で教鞭を執った南薫造と，その生徒たちの作品を一堂に展
示し，師弟の温かな交流とその多彩な魅力を紹介します。
出品作家：南薫造，天野丈作，井上自助，荻太郎，手島守之輔，新延輝
雄，宮城健盛，山本仁朗，渡辺武夫

9月5日～12月15日 南薫造記念館 呉市
https://www.city.kure.lg.jp/soshik
i/106/yasuurarekisiminzoku.html

南薫造記念館
0823-84-6421

広島県 呉市 ③
第18回広島国際大学呉キャ
ンパス大学祭（和深(なごみ)
祭）

学生の企画・運営にて、野外ステージでのイベント開催、屋台、ビンゴ大
会、フリーマーケットなどの企画を行い、大学祭が地域と大学の架け橋と
なり、地域の活性化に貢献します。

10月26日～27日
広島国際大学　
呉キャンパス

大学祭実行委員会 無料
http://www.hirokoku-
u.ac.jp/student/festival/index.ht
ml

広島国際大学
学生部学生課　呉学生係
電話：0823-73-8283

広島県 坂町 ③ 第35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3日 坂町町民センター 坂町文化協会 無料 cyoumin@town.saka.lg.jp
坂町町民センター
082-820-1515

広島県 坂町 ③
芸術文化啓発事業　演劇
「泥かぶら」

町民に身近な施設を利用し、芸術文化に触れることができる機会を提供
し、芸術文化意識の啓発と醸成に寄与することを目的として開催します。

11月4日
Sunstar Hall
(坂町立町民交流センター）

坂町文化協会 cyoumin@town.saka.lg.jp
坂町町民センター
082-820-1515

広島県 庄原市 ①
公開講座「学生と地域で関
わる～その手法と課題」

地域の方が大学生を巻き込んで地域活性化を図る手法と課題を学ぶ公
開講座です。

11月12日 県立広島大学庄原キャンパス 県立広島大学
県立広島大学庄原地域連携セン
ター

広島県 庄原市 ③
県立広島大学庄原キャンパ
ス大学祭「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26,27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教学
課

広島県 庄原市 ③ グランプリ・コンサート2019
大阪国際室内楽コンクール＆フェスタで優勝したグループを招いて開催
するコンサート

11月4日 庄原市民会館
広島テレビ、日本室内楽振興
財団、NPO法人庄原市芸術文
化センター、庄原市教育委員

庄原市民会館
0824-72-4242

広島県 神石高原町 ③
けんみん文化祭ひろしま’19
「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10日 やまなみ文化ホール
けんみん文化祭ひろしま実行
委員会

無料
けんみん文化祭ひろしま’19：
http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

広島県 神石高原町
けんみん文化祭ひろしま’19
邦楽・日本舞踊の祭典

けんみん文化祭ひろしま’19の分野別種目の邦楽・日本舞踊の広島県予
選を兼ね，県民が文化の継承育成を図り，喜びとと感動を分かち合う祭
典を開催する。

11月10日
さんわ総合センターやまなみ文化
ホール

けんみん文化祭神石高原町
実行委員会

無料 0847-89-3332
神石高原町
まちづくり推進課

広島県 神石高原町
ヒューマンフェスタ2019　in　
神石高原町

講演会や町内の小学生が描いた「人権の花ヒヤシンス」の栽培記録や男
女共同参画啓発パネルの展示をおこなう人権シンポジウムを開催する。

11月9日 県立油木高等学校　体育館 神石高原町 無料 0847-89-3332
神石高原町
まちづくり推進課

広島県 世羅町 ② 輝くせらの学校文化発表会 町内小中学校の児童生徒による合唱・合奏等の発表を行います。 11月1日 せら文化センター
世羅町教育委員会・学校文化
発表会実行委員会

無料
世羅町教育委員会
0847-22-0548

広島県 竹原市 ③
市立学校児童生徒図画・書
道展

市内の児童生徒の作品を展示します。 11月5～10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
たけはら美術館
（0846-22-3558）

広島県 竹原市 ③ 第67回竹原市総合文化祭 舞台発表・作品展示を行います。 10月19日～11月10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
たけはら美術館
（0846-22-3558）

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 竹原市 ③ 第67回竹原市美術展 作品展示を行います。 10月29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，竹原市
美術協会

無料 0846-22-3558
たけはら美術館
（0846-22-3558）

広島県 廿日市市 ① 第56回廿日市市市美展
作品を公募し、展示する場を提供することにより、市民の芸術文化に対す
る意識を高めるとともに、市内の美術振興を図る。

10月30日～11月10日 はつかいち美術ギャラリー 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ①
第29回はつかいち生涯学習
フェスティバル

生涯学習に係る活動を実践する場と機会を全市的な規模で提供するた
めステージ発表、作品の展示、講演会、生涯学習情報の提供などを行う。

11月2.3日 廿日市市役所 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ①
令和元年度はつかいちさくら
賞前期表彰式

廿日市市の生涯学習の普及及び推進を図ることを目的として、生涯学習
の推進に貢献があったものに対して授与する。

11月2日 ウッドワンさくらぴあ大ホール 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ① みんなで歌おう！童謡･唱歌
曲に纏わる話しを交えながらピアノとマンドリンの伴奏で来場者全員で約
20曲の童謡・唱歌を歌うコンサート。

11月3日 ウッドワンさくらぴあ小ホール 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ① 市民ステージinさくらぴあ 公募により集まった30の個人団体がステージで成果を披露する。 11月3日 ウッドワンさくらぴあ小ホール 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ①
第15回障がい者フェスティバ
ル

市内で活動する障害者と家族、ボランティアがともに交流することを目的
に、ステージ発表、活動成果の展示等を行う。

11月3日 ウッドワンさくらぴあ大ホール 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ① VOICE2019
大人と子どもの相互理解を促進し、併せて自分の主張を正しく他人に伝
える表現力を向上させることを目的に市内の小中学校の子どもたちの意
見発表を開催。

11月3日 ウッドワンさくらぴあ小ホール 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ① あいプラザまつり
健康相談、骨密度測定、ボランティア体験など保健、福祉に関するイベン
ト。

11月3日 山崎本社みんなのあいプラザ 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ① こどもまつり 公園を使った遊びや昔ながらの遊びを開催 11月3日 新宮中央公園 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ① みどりまつり
緑のカーテンや緑化に関するパネル等の展示、公演探検、防災イベント、
ステージ発表、工作体験などを実施。

11月3日 新宮中央公園 廿日市市 無料
廿日市市
建設部維持管理課

広島県 廿日市市 ②
廿日市市中学校「夢・つなが
り」合唱祭

市内の中学校生徒により合唱、全体合唱を行い、音楽によりつながりを
深める。

11月7日 ウッドワンさくらぴあ大ホール 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ①
秋だ！はじゃけろ！大野
day！！

大野地域で活動する文化団体がその成果を発表するためステージ発表
や作品展示などを行う。

11月9日 大野福祉保健センター他 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
学校教育課

広島県 廿日市市 ① ヒューマンシアター 人権に関する映画上映及び講演会を行う。 11月9日 ウッドワンさくらぴあ大ホール 廿日市市 無料
廿日市市
人権･男女共同推進課

広島県 廿日市市 ①
廿日市市老人クラブ連合会
芸能大会

市内で活動する老人クラブによるステージ発表。 11月14日 ウッドワンさくらぴあ大ホール 廿日市市 無料
廿日市市
福祉保健部高齢介護課

広島県 廿日市市 ①
廿日市市ＰＴＡ連合会親善競
技大会

市内小中学校のＰＴＡ会員等の親交を深めることを目的にインディアカ･ペ
タンクを行う。

11月17日
グローバルリゾート総合スポーツセ
ンターサンチェリー

廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ③
山陽女学園管弦楽部
Autumnコンサートinさいき

山陽女学園管弦楽部によるコンサート。 11月23日 さいき文化センター 廿日市市 無料 さいき文化センター

広島県 廿日市市 ① 西日本少年柔道大会
全日本柔道連盟に登録している小中学生個人団体の西日本地区の柔道
大会。

11月24日 生涯学習課 廿日市市 無料
廿日市市教育委員会
生涯学習課

広島県 廿日市市 ① はつかいち市民文化祭 市内を中心に活動する文化団体がステージで成果を発表する。 10月27日 ウッドワンさくらぴあ大ホール 廿日市市文化協会 無料 廿日市市文化協会

広島県 廿日市市 ①
第57回中国中学校･高等学
校吹奏楽まつりinさくらぴあ

中学校高等学校の吹奏楽部が集まる大会。 11月10日 ウッドワンさくらぴあ大ホール
廿日市市
芸術文化振興事業団

無料 廿日市市芸術文化振興事業団

広島県 廿日市市 ③
はつかいちほほえみコン
サート２０１９

「はつかいち平和コンサート」のコンセプトである「平和と共生」の精神を音
楽を通じて養うことを目的に、廿日市市内の小学校１４校で訪問コンサー

9～11月 市内各小学校 廿日市市 無料 廿日市市教育委員会

広島県 廿日市市 ③
さくらぴあふれあいコンサー
ト

さくらぴあロビーで開催される気軽に音楽を楽しめるコンサート。 毎月20日 ウッドワンさくらぴあ大ホール
廿日市市
芸術文化振興事業団

無料 廿日市市芸術文化振興事業団

広島県 廿日市市 ③ 上田宗箇と国老上田家展
上田宗箇入国400年を記念して、廿日市市佐伯･吉和･大野地域の領主で
あった武将茶人・上田宗箇と上田家について、美術工芸品及び資料で紹

10月17日～27日 はつかいち美術ギャラリー
廿日市市
芸術文化振興事業団

無料 廿日市市芸術文化振興事業団

広島県 東広島市 ③
けんみん文化祭ひろしま’19
「大正琴・新舞踊の祭典」

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「大正琴・新舞踊」分野の発表です。

10月20日 黒瀬生涯学習センター
けんみん文化祭
ひろしま実行委員会

無料
けんみん文化祭ひろしま’19：
http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

広島県 東広島市
①②
③④

第29回東広島市生涯学習
フェスティバル

　市内の学習資源を十分に活用し、市民、行政、ボランティア活動団体等
の創意と工夫を結集して、生涯学習に関する成果発表及び活動体験の
機会を提供することにより、市民一人ひとりの学習意欲を高め、新たな学
びのきっかけづくりや仲間づくりにつながるイベントを開催します。

11月9日～10日
東広島芸術文化ホールくらら及び西
条駅前にぎわい広場

第29回東広島市
生涯学習フェスティバル
実行委員会

http://www.city.higashihiroshima.l
g.jp/kosodate_kyoiku/shogaigakus
hu/1/18772.html

東広島市教育委員会
生涯学習課
ＴＥＬ082-420-0979

広島県 東広島市 ③
第21回広島国際大学東広島
キャンパス大学祭（和深(な
ごみ)祭）

学生の企画・運営にて、野外ステージでのイベント開催、屋台、ビンゴ大
会、フリーマーケットなどの企画を行い、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。

10月19日～20日
広島国際大学　
東広島キャンパス

大学祭実行委員会 無料
http://www.hirokoku-
u.ac.jp/student/festival/index.ht
ml

広島国際大学
学生部学生課
電話：0823-70-4536

広島県 東広島市 ①
広国市民大学　公開講座
「アートとは第2回　クラシック
音楽とは」

クラシック音楽はジャズやロックなどの他の音楽ジャンルと何が違うのか。
そのことをつきつめていくと、アートがどのようにして「芸術」となったのか、
そして「芸術」とは何であるのか、が見えてきます。

11月2日
広島国際大学
東広島キャンパス

広島国際大学 無料
http://www.hirokoku-
u.ac.jp/cooperation/everyones_c
ollege/2019.html

広島国際大学
研究支援・社会連携センター

広島県 東広島市 ①
広国市民大学　公開講座
「数学のひろがり45ナイチン
ゲール～医療と数学から」

ランプの貴婦人、クリミアの天使と称される看護師ナイチンゲールは数学
者でもあります。講座では18世紀の医療や衛生環境の解説と数学との関
わりの紹介の2つの面から、ナイチンゲールの功績に迫ります。

11月16日
広島国際大学
呉キャンパス

広島国際大学 無料
http://www.hirokoku-
u.ac.jp/cooperation/everyones_c
ollege/2019.html

広島国際大学
研究支援・社会連携センター

広島県 東広島市 ③
英語でチャレンジ！－多言
語・多文化教室

「英語でチャレンジ！－多言語・多文化教室」総合科学科と国際共創学科
学生たちが，英語の授業において苦労したことや自分自身の変化につい
て語ります。「大学院進学のすゝめ」大学院進学について，紹介します。

11月2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:082-424-6409

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，留学生の出身地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2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）
Tel:082-424-6602

広島県 東広島市 ①③
オペラ公演（広島大学ホーム
カミングデー協賛予定）

学生と教員が，年間を通して取り組んでいるオペラ上演を行います。平素
の研究の成果を公開するものです。（２回公演）

11月2日
広島大学
教育学部音楽文化系コース，音楽
棟Ｆ１０１演奏室（予定）

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

教育学研究科
音楽文化教育学講座
Tel:082-424-6834

広島県 東広島市 ④

広島大学理学部・大学院理
学研究科・大学院統合生命
科学研究科公開「現代科学
をあなたの目で！」

広島県内の中・高校生が自然科学の研究活動を発表し，科学の楽しさを
実感する機会を提供します。併せて，施設見学等により，参加者・一般見
学者へ本学の研究成果と人材育成の取組を発信し，理解の増進を図りま
す。

11月2日 広島大学理学部 国立大学法人広島大学 無料
理学部：
https://www.hiroshima-
u.ac.jp/sci/

理学研究科支援室
（学士課程担当）
Tel:082-424-7320

広島県 東広島市 ④
HiPeR 特別セミナー：卒業生
を講師として招いたホームカ
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，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）」との共催で，官公庁
勤務の卒業生３名を招いたホームカミングシンポジウムを開催します。

11月2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
プレート収束域の物質科学研究
拠点：
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

広島県 東広島市 ④ 研究室公開
先端物質科学研究科の量子物質科学専攻，半導体集積科学専攻及び統
合生命科学研究科生物工学プログラム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2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
大学院先端物質科学研究科：
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

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 ①④
放射光科学研究センター施
設の一般公開
演示実験による科学体験

放射光と呼ばれる光は，宇宙のかなた星雲の中に観測される特殊な光で
す。この光を地上で発生し，利用するのが放射光科学研究センターです。
施設の見学と愉快な科学実験を用意し，皆様の来訪をお待ちしておりま

11月2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
放射光科学研究センター：
http://www.hsrc.hiroshima-
u.ac.jp

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
第13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，講演
会，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

11月2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
広島大学校友会：
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 ③ 第68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

11月2日，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
広島大学 大学祭：
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 広島市 ④
令和元年度「広島県からくり
くふう展」

将来のものづくり人財の育成を図るため，県内の製造業企業や高校生に
よるからくり改善作品（※）紹介や，ものづくり体験を実施します。
（※）テコの原理・ゼンマイ・滑車などの原理を巧妙に利用し，工場での作
業改善を行うために作成した器具

11月16日 広島県立広島産業会館東展示場 広島県 無料
イノベーション推進チーム
（ものづくり支援グループ）
082-513-3362

広島県 広島市 ③
入城400年記念
広島浅野家の至宝―よみが
える大名文化―

浅野家は，1619（元和５）年から1871（明治４）年まで芸備42万石を治めた
大名家です。本展では，書画はもとより，武具や能道具，茶道具，婚礼調
度に至るまで，浅野家ゆかりの名宝を一堂に紹介します。

9月10日～10月20日 広島県立美術館 広島県立美術館
広島県立美術館：
http://www.hpam.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

広島県 広島市 ③
江戸時代の広島県歴史パネ
ル展

広島県立美術館特別展「入城400年記念広島浅野家の至宝－よみがえ
る大名文化－」の開催に合わせて，広島県の江戸時代の歴史をパネルで
展示します。

9月10日～10月20日 広島県立美術館 広島県立美術館 無料
広島県立美術館：
http://www.hpam.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

広島県 広島市 ③
印象派への旅 海運王の夢
バレルコレクション

グラスゴー出身の海運王ウィリアム・バレル。初来日となる彼の旧蔵品を
中心に，バルビゾン派や印象派などのフランス絵画，その影響を受けたス
コットランドやオランダの画家たちによる名品80点を展示します。

11月2日～1月26日 広島県立美術館 広島県立美術館
広島県立美術館：
http://www.hpam.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

広島県 広島市 ③ 秋の所蔵作品展
当館では，昨年，開館50周年を記念して所蔵作品の人気投票を行いまし
た。その結果をもとに構成された人気作家・作品による展覧会です。併せ
て，広島洋画界の先達・小林千古の小特集もお楽しみください。

9月26日～12月24日 広島県立美術館 広島県立美術館
広島県立美術館：
http://www.hpam.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

広島県 広島市 ③ 秋風茶会
広島県立美術館特別展「入城400年記念広島浅野家の至宝－よみがえ
る大名文化－」の開催に合わせて，縮景園の築庭大きく関わった上田宗
箇を流祖とする上田宗箇流の茶会を開催します。

9月10,11,16,19～22,26～29日
10月3～6,10～14,17,18日

広島県縮景園 広島県文化芸術課
広島県文化芸術課：
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/40/asano400shukkeien.ht

広島県文化芸術課
082-513-2722

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20日 広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

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，約400本の松の幹に「コモ」を巻きます。

10月24日 広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

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

広島県縮景園
082-221-6246

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。

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

広島県縮景園
082-221-6246

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

広島県縮景園
082-221-6246

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37本のソテツに「コ
モ」を巻きます。

11月15日 広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

広島県 広島市 ①③ 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。 11月16日,17日,12月1日 広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

広島県 広島市 ③ もみじ茶ライトアップ 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～12月初旬頃 広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

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，トークショーを行います。

11月2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：
http://hiro-payd.or.jp/

公益社団法人青少年育成広島県民
会議
082-513-2742

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。

10月19日 広島県議会議事堂他 広島県県民活動課 無料
広島県県民活動課：
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/43/

広島県県民活動課
082-513-2740

交通費支給（上限有）

広島県 広島市 ①
公開講座「大学・学び直し塾
－情報学の今－」

音環境，経営情報，インターネットについて学び直す，大学生・社会人向
け公開講座です。

10月1日～3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：
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/koukai-
kouza/kouza20191001.html

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「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4日,11日,18日,25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

県立広島大学：
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/koukai-
kouza/kouza20191004.html

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9日,16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：
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/koukai-
kouza/kouza20191009.html

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「即戦力となる人工
知能人材育成のためのプロ
グラミング講座～基礎編～」

深層学習を学び，Pythonの基礎と演習を行う公開講座です。 10月19日,26日,11月2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「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30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 ③
県立広島大学広島キャンパ
ス大学祭
「第15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13日,14日 県立広島大学広島キャンパス 県立広島大学 無料
県立広島大学本部教学課
082-251-9720

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9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
【広島県ＨＰ】　
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/187/4-020.html

県立技術短期大学校
082-273-2201

広島県 広島市 ①
第36回ひろしま技能フェア・
ものづくりフェスタ

・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。

10月29日，30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

【広島県ＨＰ】　
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/69/35kai-
hiroshimaginoufea.html

職業能力開発課
技能振興グループ
082-513-3431

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います。

11月2日 アリスガーデン P'Sフェスタ実行委員会 無料
広島市青少年センターHP:
http://www.y-center.jp/

広島市青少年センター
082-228-0447

広島県 広島市 ② 学校へ行こう週間
「ひろしま教育の日」の関連事業として、全県的に学校開放を実施するこ
とによって、開かれた学校づくりを推進するとともに、保護者や地域の
人々の教育に対する理解と関心を深めます。

11月1～7日
市内の幼稚園、小学校、中学校、義
務教育学校、高等学校、特別支援
学校

広島県教育委員会 無料
広島市教育委員会
指導第一課(082)504-2784
指導第二課(082)504-2487

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

広島県 広島市 ②③
文化の祭典（中学校の部）
展示部門

生徒の文化芸術活動への意欲と自信を高めるとともに、豊かな感性と情
操をはぐくむことを目的とし、中学校における文化芸術活動の成果を発表

11月6～10日
JMSアステールプラザ
市民ギャラリー

広島市教育委員会 無料
広島市教育委員会指導第二課
(082)504-2487

広島県 広島市 ②③
文化の祭典（中学校の部）　
音楽部門
演劇・言語活動部門

生徒の文化芸術活動への意欲と自信を高めるとともに、豊かな感性と情
操をはぐくむことを目的とし、中学校における文化芸術活動の成果を発表
します。

11月9日
JMSアステールプラザ
大ホール
中ホール

広島市教育委員会 無料
広島市教育委員会
指導第二課
(082)504-2487

広島県 広島市 ③ ユースフェスティバル
日頃、中央勤労青少年ホームを利用している会員・準会員による活動成
果発表（音楽・ダンス・演武・茶会等）の場として開催し、会員相互の交流
を図ります。

11月16日 広島市中央勤労青少年ホーム
広島市中央勤労青少年ホー
ム

無料
http://www.cf.city.hiroshima.jp/yt
-chuo/index.html

広島市中央勤労青少年ホーム
082-222-2513

広島県 広島市
①②
③④

開館記念日講演会「ミヤジマ
トンボ」

日本で唯一、宮島だけに生息するミヤジマトンボの生態と現状について、
詳しく解説します。

11月3日 昆虫館 広島市みどり生きもの協会 http://www.hiro-kon.jp/ 082-899-8964

広島県 広島市 ① 動物の毛皮を見てみよう 様々な毛皮を観察し、動物による違いや体の仕組みについて解説しま 11月3日 広島市安佐動物公園 広島市みどり生きもの協会 http://www.asazoo.jp/ 082-838-1111

広島県 広島市 ①
浅野氏広島城入城400年記
念事業　学問所関連遺産公
開事業「伝広島城土蔵見学

広島城三の丸にあったと伝わる土蔵を公開します。江戸時代の建物の特
徴などの講座の後、土蔵の見学会を実施します。

11月3日 広島修道中学校・高等学校
公益財団法人
広島市文化財団文化財課

無料 082-568-6511

広島県 広島市 ①
浅野氏広島城入城400年記
念事業　巡回ミュージアム
「広島城下絵屏風の世界」

「広島城下絵屏風」に描かれた、西国街道沿いに繁栄する広島城下町の
姿をパネルで紹介します。

11月7～18日 牛田公民館
公益財団法人
広島市文化財団文化財課

無料 082-568-6511

広島県 広島市 ①
今日はぐるぐる！はっけんひ
ろしま（フィールドワーク）「旧
城内を歩く」

広島城に関わるテーマを中心に、城内外においてのフィールドワークを実
施し郷土史の魅力を学び体感します。

11月16日 広島城周辺
公益財団法人
広島市文化財団　広島城

無料 http://www.rijo-castle.jp 082-221-7512 事前に要申込

広島県 広島市 ①

浅野氏広島城入城400年記
念事業
企画展「江戸屋敷・大坂蔵屋
敷」

江戸時代、屏風絵や浮世絵などの絵画資料には、大名屋敷や蔵屋敷な
どがよく登場しており、広島藩の屋敷は、名所の一つとして注目されてい
た。絵画資料とともに広島藩の江戸屋敷・大坂蔵屋敷に関連する資料を
紹介します。

10月19日～12月1日 広島城天守閣
公益財団法人
広島市文化財団　広島城

http://www.rijo-castle.jp 082-221-7512

広島県 広島市 ③ 文化の日　施設の無料公開 11月3日の「文化の日」は施設の無料公開を実施します。 11月3日 広島城天守閣
公益財団法人
広島市文化財団　広島城

無料 http://www.rijo-castle.jp 082-221-7512

広島県 広島市 ①④
青少年のための科学の祭典
第25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
の振興を図ります。

10月26、27日 5-Daysこども文化科学館
「青少年のための科学の祭
典」第25回広島大会実行委員

無料
http:///www.pyonta.city.hiroshim
a.jp/

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 広島市江波山気象館
公益財団法人広島市文化財
団

無料 http//www.ebayama.jp/
江波山気象館
082-231-0177

広島県 広島市 ③ 公共建築ガイドツアー
広島市指定重要有形文化財である旧広島地方気象台の建物についてみ
どころを紹介します。

11月10日 広島市江波山気象館
公益財団法人広島市文化財
団
江波山気象館

http//www.ebayama.jp/
江波山気象館
082-231-0177

入館料　大人100円、シニ
ア・高校生相当50円、中学
生以下無料

広島県 広島市 ①
秋季企画展「うちゅうにむ
ちゅう－日本の宇宙科学の
歴史－」

日本の宇宙科学の歩みを、ロケットや人工衛星の大型模型をまじえて紹
介します。空気ロケット発射体験などの関連イベントも豊富です。

10月10日～12月1日 ヌマジ交通ミュージアム
公益財団法人広島市文化財
団
広島市交通科学館

http://www.vehicle.city.hiroshima.
jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-9211

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20日
11月3,4,10,17,23,24日

ヌマジ交通ミュージアム
公益財団法人広島市文化財
団

http://www.vehicle.city.hiroshima.
jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-9212

広島県 広島市 ① おはなし会 乗り物に関係した絵本を中心とした、絵本の読み聞かせ会です。 10月20日,11月17日 ヌマジ交通ミュージアム
公益財団法人広島市文化財
団

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

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-9213

広島県 広島市 ① 施設展示の無料公開
通常、有料スペースの常設・企画展示を「文化の日」当日のみ無料公開し
ます。

11月3日 ヌマジ交通ミュージアム
公益財団法人広島市文化財
団

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

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-9214

広島県 広島市 ①④ 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。 11月9日,10日 ヌマジ交通ミュージアム
公益財団法人広島市文化財
団

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

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-9215

広島県 広島市 ①
乗り物セミナー「旧街道を歩
く－武田氏から浅野氏まで

フィールドワークによる旧街道（推定山陽道）の散策及び旧跡等の見学。
今回は浅野氏にゆかりの寺や天然記念物などを講師の先生と一緒に巡

11月24日 ヌマジ交通ミュージアム
公益財団法人広島市文化財
団

http://www.vehicle.city.hiroshima.
jp/

ヌマジ交通ミュージアム
082-878-9217

広島県 広島市 ①
企画展
『ごんぎつね』が語る昔のくら

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7日～11月24日 広島市郷土資料館
公益財団法人広島市文化財
団

http://www.cf.city.hiroshima.jp/k
yodo/

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

http://www.cf.city.hiroshima.jp/k
yodo/

広島市郷土資料館
082-253-6771

広島県 広島市 ①
展示「認知症にやさしい図書
館～認知症の予防とリハビ
リテーション～」

認知症理解や認知症の予防とリハビリテーションに関する本を展示しま
す。

9月14日～11月28日 広島市立中央図書館
広島市立中央図書館
広島都市学園大学

無料
広島市立図書館
https://www.library.city.hiroshima
.jp/

広島市立中央図書館
082-222-5542

広島県 広島市 ①③
浅野氏広島城入城400年記
念事業 企画展

浅野長晟入城の経緯を父長政、兄幸長から見ていくほか、歴代藩主の事
績について、浅野文庫資料やパネルなどで紹介します。

9月16日～11月17日 広島市立中央図書館 広島市立中央図書館 無料
広島市立図書館
https://www.library.city.hiroshima
.jp/

広島市立中央図書館
082-222-5542

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
で共同開催し、「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19日～11月10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
広島市立図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/

広島市立中央図書館
082-222-5542

広島県 広島市 ①
講座「認知症を知る」
「認知症の予防とリハビリ
テーション」

認知症に関する正しい情報を知り、理解を深める講座です。 10月25日 広島市立中央図書館
広島市立中央図書館
広島都市学園大学

無料
広島市立図書館
https://www.library.city.hiroshima
.jp/

広島市立中央図書館
082-222-5542

要申込

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10日 広島市立中央図書館 広島市立中央図書館 無料
広島市立図書館
http://www.library.city.hiroshima.j

広島市立中央図書館
082-222-5542

広島県 広島市 ① 認知症ブックカフェ
図書館サークルの大学生による認知症に関する絵本の読み聞かせ・ブッ
クトークや、認知症について、飲み物を飲みながらくつろいだ雰囲気で語
り合います。

11月17日 広島市立中央図書館
広島市立中央図書館
広島都市学園大学

無料
広島市立図書館
https://www.library.city.hiroshima
.jp/

広島市立中央図書館
082-222-5542

要申込

広島県 広島市 ① 展示「のりもの大集合」 乗り物に関する本を展示します。 10月1日～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
広島市こども図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/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18,26日
11月9,15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
広島市こども図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① おはなし会
幼児・小学生を対象に、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20,27日
11月3,10,17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
広島市こども図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/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20日,11月17日
ヌマジ交通ミュージアム1階多目的
ホール

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

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ① 展示「いろいろな色」 いろいろな色に関する本を展示します。 11月1～28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
広島市こども図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/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 無印良品でのおはなし会 絵本の読み聞かせなどを行います。 11月3日
広島パルコ新館7階
無印良品木育広場

広島市こども図書館 無料
広島市こども図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/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。 11月9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
広島市こども図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/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、絵本の読み聞かせや紹介、
絵本の選び方についての話などを行います。

11月16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
広島市こども図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/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20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
広島市こども図書館
http://www.library.city.hiroshima.j
p/kodomo/

広島市こども図書館
082-221-6755

広島県 広島市 ③ スポーツ観戦を楽しもう！！
ラグビーワールドカップの開催にあわせ、ラグビーをはじめとするスポーツ
やスポーツ観戦についての本の展示です。

10月1日～11月10日 広島市立中区図書館 広島市立中区図書館 無料
広島市立中区図書館
082-248-9300

広島県 広島市 ① えほんとわらべうた
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
うたなどを行います。

10月18日、11月15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
082-248-9300

広島県 広島市 ① おはなしワールド 幼児・小学生を対象とした絵本の読み聞かせ、手あそびなどを行います。 10月19日、11月16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
082-248-9300

広島県 広島市 ①③ こども映画会 幼児・児童とその保護者を対象とした映画の上映会です。 11月2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
082-248-9300

広島県 広島市 ① 外国語のおはなし会 外国語による歌や絵本の読み聞かせなどを行います。 11月9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
082-248-9300

広島県 広島市 ① 展示「働くということ」
YA（ヤングアダルト）世代に向け、職業選択や働く人をテーマにした図書
を展示します。

9月28日～10月18日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
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に、絵本の読み聞かせ、手あそび、わらべう
たなどを行います。

10月9日,30日,11月13日,27日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
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
広島市立図書館の貸出利用券をお持ちの方へ、保存年限の切れた雑誌
をお一人3冊まで無償提供します。

10月12日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
広島市立東区図書館
082-262-5522

広島県 広島市 ① 展示「図書館で発見！」 図書館まつりのテーマに関連した図書を展示します。 10月19日～11月28日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
広島市立東区図書館
082-262-5522

広島県 広島市 ① おはなし会 幼児・小学生を対象に、絵本の読み聞かせや手あそびなどを行います。
10月19,27日
11月16,24日

広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
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「虫の本
と私　－昆虫の専門家が語
る昆虫本のはなし－」

広島市森林公園こんちゅう館の職員が、昆虫の専門家として成長する過
程で入手した「虫の本」の魅力と出会いのエピソードを語ります。

11月9日 広島市立東区図書館 広島市立東区図書館 無料
広島市立東区図書館
082-262-5522

要申込。10月1日から受
付。先着20名

広島県 広島市 ①
展示
「日本の伝統文化」

和楽器、能、歌舞伎などに関する本を展示します。
10月1日～31日
（10/4～10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
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 幼児と小学生を対象に、絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。 10月19日、11月2日、9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
展示
「おもしろさがぎゅっ！！～
短編集～」

短編集の本を展示します。 11月1日～28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
こぐまちゃんクラブ
（乳幼児向けおはなし会）

乳幼児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせやわらべうたなどを行いま
す。

11月12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 みんなで楽しく笑いヨガ たのしみながらできる健康に関する講座です。 10月24日 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1日から受
付。先着40名。

広島県 広島市 ①③ おとなのためのおはなし会 話し手が物語りを覚えて語り聞かせるストーリーテリングの講演会です。 10月25日 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

当日先着70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を行います。 10月11日、11月8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）を行います。 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 おはなし会 幼児・小学生を対象とした絵本の読み聞かせなどを行います。 10月26日、 11月23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
エコライフ実践講座　第３回
「今日から始める終活のすす
め」

自身の生き方や環境を見直し、身の回りの片づけ、整理について学ぶこ
とで前向きに終活に取り組み、エコライフへの意識を高める講座です。

10月24日 安佐南区民文化センター中会議室 広島市立安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

広島県 広島市 ① 展示「古典を楽しむ」 古典や古典に関する本の展示を行います。 10月29日～11月28日 広島市立安佐南区図書館 広島市立安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

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や手遊びを行います。 11月3日 安佐南区民文化センター児童室 広島市立安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

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や手遊びを行いま
す。

11月9日 安佐南区民文化センター児童室 広島市立安佐南区図書館 無料
広島市立安佐南区図書館
082-879-5060

広島県 広島市 ①
展示「秋の夜長にミステ
リー」

ミステリー作品関する本を展示します。 10月1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 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行います。
10月17日
11月21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 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行います。
10月19日,27日
11月16日,24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
文学講座「太宰治という生き
方」

太宰治生誕110年にちなみ、半生や作品また広島との関わりについて学
びます。

10月26日
安佐北区民文化センター2階大会議
室

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

 先着50名
（要申込・令和元年10月1日
（火）9時から電話・ファック
スまたは来館にて受付。※
ファックスで申込の際は、氏
名・電話番号を記入のこと）

広島県 広島市 ①
展示「お出かけ、お出か
け・・・」

旅行・行楽に関する本を展示します。 11月1日～30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です。 11月10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

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「ページをめくって旅へ
ＧＯ！」

旅行に関する本を展示します。 10月1日～31日 広島市立佐伯区図書館 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「土木　土木　ｗｏｒｋ　ｗ
ｏｒｋ（ドキドキ　ワクワク）！け
んせつってどんなしごと？」

建築や土木に関する本を展示します。 10月1日～18日 広島市立佐伯区図書館 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「図書館で発見！～10
代の君に、オススメの本～」

大人も楽しめる中高生向けの本を展示します。 10月19日～11月10日 広島市立佐伯区図書館 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 こども映画会
アニメーション映画「だるまちゃんとてんぐちゃん」「だるまちゃんとかみな
りちゃん」「だるまちゃんとうさぎちゃん」の上映と本の紹介をします。

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

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 幼児・小学生と保護者を対象に、絵本の読み聞かせなどを行います。 10月26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

14時～14時半まで。先着50
名。

広島県 広島市 ① おはなしいっぱい
幼児・小学生と保護者を対象に、昔話などストーリーテリングのみのおは
なし会を行います。

10月27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

11時～11時40分まで。先着
40名。

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
行います。

10月30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 展示「世界の「言葉」「文字」」 世界各地の言語に関する本を展示します。 11月1日～28日 広島市立佐伯区図書館 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
工作教室「クリスマスツリー
のラッピング袋を作ろう！」

クリスマスツリーのラッピング袋を作ります。 11月10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

12時半～14時半まで。先着
100名。

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行います。 11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

11時～11時40分まで。先着
40名。

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。 10月12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 湯来河野閲覧室まつり
霊験あらたかな湯治場として多くの人に愛された湯の山温泉について、そ
の由来と浅野家との関わりについてお話します。

10月14日
サンピアゆき　
　
多目的ホール

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 保存年限が切れた雑誌を無償で譲渡します。 11月2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 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4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を行います。 11月9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
健康教室～図書館で健康管
理～

健康体操と健康に関するお話をします。 11月14日 サンピアゆき多目的ホール
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 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。

H31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 ②③
君もマンガ家　中高生漫画イ
ラスト講座

プロの漫画家からまんがについて学びます。 11月4日 広島市まんが図書館
広島市まんが図書館
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
http://www.library.city.hiroshima.j
p/manga/

広島市まんが図書館
082-261-0330

広島県 広島市 ③ マッピーをさがせ！2019 閲覧室に隠されたマッピ－を探すイベントです。 10月19日～11月10日 広島市まんが図書館あさ閲覧室
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
＜まんが＞本のリサイクル
フェア

図書館で使用しなくなった漫画本を無償でお譲りします。 10月26日 広島市安公民館
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

往復はがきで要申込
先着100名

広島県 広島市 ③
国際アニメーション・デー
2019in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
品を上映します。

11月3日 広島市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
広島市映像文化ライブラリー
http://www.cf.city.hiroshima.jp/ei
zou/

広島市映像文化ライブラリー
082-223-3525

広島県 広島市 ③ 無料観覧日
特別展「 インポッシブル・アーキテクチャー展　もうひとつの建築史」、コレ
クション展2019-Ⅱ　コレクション・ハイライト+特集「ある心の風景Ⅱ-象徴
と抽象」を無料で鑑賞できます。

11月3日 広島市現代美術館
公益財団法人
広島市文化財団
広島市現代美術館

無料 https://www.hiroshima-moca.jp
広島市現代美術館（代）
082-264-1121

広島県 広島市 ①
第69回広島市短詩型文芸大
会

記念講演会と、俳句・短歌・詩・川柳の四部門で事前募集された作品の講
評と入選作品の発表・表彰を行います。（作品応募資格：広島市内に在住
または通勤、通学されている人及び広島市内で文芸活動を行っている

11月9日 広島市中央公民館
広島市短詩型文芸大会実行
委員会、
広島市中央公民館

無料
広島市中央公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/c
huo-k/

広島市中央公民館
082-221-5943

広島県 広島市 ① 第44回吉島公民館まつり
地域団体及び公民館活動グループ等によるイベントです。芸能発表、展
示、バザーを行い、日頃の成果発表の場となっています。

11月9日～10日 広島市吉島公民館 吉島公民館まつり実行委員会 無料
広島市吉島公民館
082-246-4121

広島県 広島市 ① 第34回舟入公民館まつり
日頃、舟入公民館で活動しているグループの学習成果の発表を通して、
地域住民の交流の輪を広げます。また、各種地域団体の協力により、地
域に根ざした公民館活動の推進を図ります。

11月2日～3日
広島市舟入公民館及び舟入第三公
園

舟入公民館まつり実行委員会
（公民館活動グループ、地域
団体により構成）

広島市舟入公民館
082-295-5003

広島県 広島市 ① 第46回福田公民館まつり
福田公民館及び福田公民館エリアで活動されている、グループ・団体等
による、成果発表の場です。展示、ステージ発表、バザーの出店などがあ
ります。地域文化の活性化とふれあいの輪を広げることを目的としていま

10月26日～27日 広島市福田公民館
第46回福田公民館まつり実行
委員会

広島市福田公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/fu
kuda-k/

広島市福田公民館
082-899-2901

広島県 広島市 ①③
第32回青崎公民館ふれあい
フェスティバル

青崎公民館やエリア内地域で活動しているグループ・団体の日頃の学習
成果を発表する場として実施します。活動で得た知識等を地域へ還元し、
地域の文化振興に役立てるとともに、地域住民の交流の場として開催し

11月9日～10日 広島市青崎公民館
第32回青崎公民館ふれあい
フェスティバル実行委員会

無料
広島市青崎公民館
082-281-3802

広島県 広島市 ① 第44回観音公民館まつり
公民館利用グループの活動・学習の発表の場になっています。地域のふ
れあい、出会いの場になっています。まちづくり活動、ボランティア活動へ
の啓発の場になっています。

10月26日～27日 広島市観音公民館 観音公民館まつり実行委員会 無料
広島市観音公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/k
anon-k/

広島市観音公民館
082-233-2603

広島県 広島市 ①③ 第41回己斐公民館まつり
公民館学習グループによる日頃の成果の発表（作品展示や演芸発表な
ど）や、己斐学区及び己斐東学区の地域団体等によるバザー、イベントな
どを通して、地域住民の交流の輪をひろげる催しです。

10月26日～27日 広島市己斐公民館
第41回己斐公民館まつり実行
委員会

広島市己斐公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/k
oi-k/

広島市己斐公民館
082-273-1765

広島県 広島市 ①
第48回古市・大町ふれあい
まつり

地域の生涯学習を推進するため、日頃の学習成果を発表する公民館ま
つりを実施します。

11月16日～17日 広島市古市公民館
第48回古市・大町ふれあいま
つり実行委員会

無料
広島市古市公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/fu
ruichi-k/

広島市古市公民館
082-877-2677

広島県 広島市 ① さとうふれあいまつり
公民館のグループと地域住民の学習成果の発表及び地域住民との交流
を図るため、舞台発表や作品展示、バザーなどを実施します。

11月9日～10日 広島市佐東公民館
さとうふれあいまつり実行委員
会

広島市佐東公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/s
ato-k/

広島市佐東公民館
082-877-5200

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 第34回祇園西公民館まつり
公民館学習グループや地域団体が展示・バザー・ステージ発表・体験イベ
ントなどの実施を通し、普段の公民館活動の成果発表の場、地域の交流
の場として祭りを実施します。

11月9日～10日 広島市祇園西公民館
祇園西公民館まつり実行委員
会、広島市祇園西公民館

広島市祇園西公民館
082-875-1760

広島県 広島市 ① 第31回倉掛公民館まつり
地域の交流の場として、またグループ等の日頃の学習成果の発表の場と
して開催します。作品展示、芸能発表、バザー等があります。

11月9日～10日 広島市倉掛公民館 倉掛公民館まつり実行委員会
広島市倉掛公民館
082-845-1710

広島県 広島市 ① 第34回三入公民館まつり
公民館学習グループの活動成果を発表する（ステージ発表、作品展示、
イベント等）とともに、地域住民の交流の場として開催します。

10月26日～27日 広島市三入公民館 三入公民館まつり実行委員会 無料
広島市三入公民館
082-818-1418

広島県 広島市 ① 第34回日浦公民館まつり
日浦公民館で活動するグループが、展示や演芸発表、屋外バザー、ミニ
イベントなど学習成果の発表を行います。

11月2日～3日 広島市日浦公民館
日浦公民館まつり実行委員会
（日浦公民館グループ代表者
会）

広島市日浦公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/hi
ura-k/

広島市日浦公民館
082-838-3220

広島県 広島市 ① 第35回船越ふるさとまつり
公民館で活動する学習グループおよび地域団体の発表（ステージ、展
示、体験、バザーなど）を行います。

11月2～3日 広島市船越公民館
船越ふるさとまつり実行委員
会

無料
広島市船越公民館
082-823-4261

広島県 広島市 ① 瀬野は鉄道村を歩こう
「瀬野は鉄道村」と言われた時代があり、その当時の史跡や瀬野川公園
に現存するD51を見学したり、瀬野～八本松間の上り勾配のDVDを視聴
します。

10月19日 瀬野地区 広島市瀬野公民館 無料
広島市瀬野公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/s
eno-k/

広島市瀬野公民館
082-894-8006

広島県 広島市 ① 第44回瀬野公民館まつり
公民館学習グループや地域団体による作品展示、芸能発表、バザーを実
施します。

10月27日 広島市瀬野公民館 瀬野公民館まつり実行委員会 無料
広島市瀬野公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/s
eno-k/

広島市瀬野公民館
082-894-8006

広島県 広島市 ① 中野公民館まつり
中野公民館で活動しているグループの１年間の学習活動の成果を発表
するとともに、地域の皆様の生活や文化の向上とコミュニティ活動の推進
を図ることを目的として開催します。

11月3日 広島市中野公民館 中野公民館まつり実行委員会
広島市中野公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/n
akano-k/

広島市中野公民館
082-893-1234

広島県 広島市 ① 矢野公民館まつり2019
公民館学習グループや地域団体による作品展示、芸能発表、バザーを実
施します。

10月25～27日 広島市矢野公民館 矢野公民館まつり実行委員会 無料
広島市矢野公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/y
ano-k/

広島市矢野公民館
082-888-0044

広島県 広島市 ①
第34回五月が丘公民館まつ
り

公民館学習グループ・地域団体によるステージ発表や作品展示・活動紹
介展示、体験コーナー、バザー等を実施します。

11月16～17日 広島市五月が丘公民館
五月が丘公民館まつり実行委
員会

広島市五月が丘公民館HP:
http://www.cf.city.hiroshima.jp/s
atsukigaoka-k/

広島市五月が丘公民館
082-941-2121

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います。

11月2日 アリスガーデン P'Sフェスタ実行委員会 無料
広島市青少年センターHP:
http://www.y-center.jp/

広島市青少年センター
082-228-0447

広島県 広島市 ③ ユースフェスティバル
日頃、中央勤労青少年ホームを利用している会員・準会員による活動成
果発表（音楽・ダンス・演武・茶会等）の場として開催し、会員相互の交流
を図ります。

11月16日 広島市中央勤労青少年ホーム
広島市中央勤労青少年ホー
ム

無料
広島市中央勤労青少年ホーム
082-222-2513

広島県 広島市 ①
ひろしまカレッジ
中四国地域特別講義

現代の先進諸国では、どの産業分野でも、サービス経済化、情報技術
（IT)化は、避けて通れない重要な課題となっています。それぞれの分野で
のサービス経済化、情報技術（IT)化に対する具体的な取り組みについて
お話しいただきます。

10/8、15、22、29、11/5
14時45分～16時15分

広島経済大学 1号館121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/loc
al/hiroshima_college/index.html

広島経済大学教育・学習支援セン
ター
教育支援課（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 ①
公開講座　　シティカレッジ
ゴールデン・スポーツイヤー
ズ

スポーツイベントを通してスポーツへの関わりの多様性を分かりやすくご
紹介します。新たなスポーツ王国広島の未来を切り開く一助とすべく、ス
ポーツの持つ力を一緒に探りましょう。

10/29、11/5、12、26
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

無料
http://www.hue.ac.jp/visitors/loc
al/city_college/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
(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
ひろしまカレッジ
日本文学

テーマは「名言・名場面の舞台裏」です。<乱世>を切り口にして古典文学
の名言・名場面の舞台裏を考察します。様々な史実や物語を比較材料
に、みなさんと一緒に考えていきましょう。

11/14、21、28
12/5、12/12
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/loc
al/hiroshima_college/index.html

広島経済大学教育・学習支援セン
ター
教育支援課（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 ①②③
広島女学院大学 開学７０周
年・学院創立１３３周年記念　
講演とシンポジウム

広島女学院大学 開学70周年・学院創立133周年を記念して行う行事で
す。「真の国際人とは～グローバル化を支える教養～」をテーマに、広島
大学 学長 越智光夫氏、㈱紀伊國屋書店代表取締役会長兼社長 高井昌
史氏、広島女学院 院長・学長 湊晶子氏を講師に迎え、講演とシンポジウ

11月4日 ホテルグランヴィア広島 広島女学院大学 無料
【広島女学院大学HP】
https://www.hju.ac.jp/news/2019
/08/70133.php

広島女学院大学庶務課
082-228-0386

広島 広島市 ①
放送大学公開講演会
「日本ワインの魅力」

独立行政法人酒類総合研究所　後藤奈美理事長を講師として公開講演
会を行います。

11月2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
「認知症の症状について」

広島都市学園大学　谷川良博准教授による90分の講義です。 11月9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
「精神の病を抱えた非行少
年に対する処遇を考える」

広島大学　吉中信人教授による90分の講義です。 11月9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
「メディアとプライバシー－隠
し事はどこまで守られる？

広島国際大学　赤井俊幸教授による90分の講義です。 11月10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
「西洋の教育」

広島大学　小宮山道夫准教授による90分の講義です。 11月10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
「安芸倉橋長門島松原と古
代航路」

西別府元日広島大学名誉教授による90分の講義です。 11月17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 ③
第13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等を招待の上，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
流の場の事業です。
なお，併せて学生主催の「第52回霞祭」も開催します。

11月9日，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

医学部：https://www.hiroshima-
u.ac.jp/med
歯学部：https://www.hiroshima-
u.ac.jp/dent
薬学部：https://www.hiroshima-
u.ac.jp/pharm
大学院医系科学研究科：
https://www.hiroshima-

霞地区運営支援部
Tel:082-257-5013

広島県
広島市
安佐南区

①

2019年度後期修道オープン
アカデミー公開講座　国際コ
ミュニティ学部開設記念講座
（法学部国際政治学科創設
30周年記念）
「グローバル時代の世界と地
域」③、④

広島修道大学では地域に根差す大学として生涯を通じた学びに対応する
ため、「修道オープンアカデミー」を開講しています。今回の講座は、10月
5日、10月12日の開講を含め全4回の公開講座です。

10月19日,　10月26日 広島修道大学 広島修道大学 無料

修道オープンアカデミーについて
公開講座について
http://www.shudo-
u.ac.jp/kouryuu/8a2171000000sc
ry.html

広島修道大学
ひろしま未来協創センター
082（830）1114

広島県
広島市
安佐南区

③
広島修道大学
｢第59回修大祭｣

今年の修大祭は「結～新たな時代へ～」をテーマとして様々なイベントを
企画しています。

11月3日 広島修道大学
広島修道大学
大学祭実行委員会

無料
広島修道大学
学生センター
082（830）1117

広島県
広島市
安佐南区

① ③
企画展
「広島藩藩校ゆかりの人々と
書物」

令和元年（2019年）は浅野長晟が広島城に入城して400年を迎えます。
広島藩藩校を起源とする学校法人修道学園所有の資料を基に、藩校に
関係した人々や書物を紹介します。

10月9日～11月7日 広島修道大学

広島修道大学
（公益財団法人広島市文化財
団　浅野氏広島城入城400年
記念事業の一環として）

無料
広島修道大学総務課
082（830）1104

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

広島県
広島市
安佐南区

① ③

講演会
「浅野氏と修道
　―藩校の精神はどのよう
に継承されたのか―」

令和元年（2019年）は浅野長晟が広島城に入城して400年を迎えます。
広島藩藩校を起源とする学校法人修道学園所有の資料を基に、浅野氏
と修道学園とのつながりを紹介します。

10月26日 広島修道大学

広島修道大学
（公益財団法人広島市文化財
団　浅野氏広島城入城401年
記念事業の一環として）

無料
広島修道大学総務課
082（830）1104

広島県 広島市東区 ① 第37回公開セミナー
2019年度は人文学部国際英語学科が担当し、総合テーマ「英語再発見
―言語と文化のおもしろさをとおして―」をもとに4名の教員による4回の
講座を実施します。

10/5～10/26 広島女学院大学 広島女学院大学 無料
https://www.hju.ac.jp/public/ope
n-seminar.php

教務課 要事前申し込み

広島県 福山市 ①
ふくやま子どもフェスティバ
ル２０１９

　子ども対象の体験型イベントで，1999年度より毎年開催しています。
2014年度からは中心市街地の秋のイベントの一環として，中央公園を会
場に「ふくやまバスまつり」等と共同開催し，駅前周辺における一体的な
事業として取り組んでいます。
　また，中・高校生を中心とした公募ボランティアが多数参加しており，各
コーナーの運営スタッフとして活動しています。

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

jinken-
shougaigakushuu@city.fukuyama.h
iroshima.jp

中部生涯学習センター
（084）932-7265

広島県 福山市 ②
第19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

11月２～３日
広島県立歴史博物館，福山市もの
づくり交流館，福山城公園

第19回「広島県高校生スペ
シャリストの祭典」実行委員会

無料
高校教育指導課
082-513-4998

広島県 福山市 ③
けんみん文化祭ひろしま’19
「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。

11月17日 福山市沼隈サンパル
けんみん文化祭ひろしま実行
委員会

無料
けんみん文化祭ひろしま’19：
http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

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26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
【広島県ＨＰ】　
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/185/

県立福山高等技術専門校
04-951-0260

広島 福山市 ①
放送大学公開特別講座
「エリクソンの発達段階から
考えるキャリア」

福山市立大学　髙澤健司准教授による90分の講義です。 11月17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
①②
③④

第9回府中学びフェスタ
11月1日を府中市教育の日として定め、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

10月26日-27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
府中市教育委員会教育政策課内
0847-43-7181

広島県 三原市 ①
公開講座「医療処置を受け
る子どもと家族への小児看
護ケアモデル実践講座」

小児看護ケアモデルを活用した日頃の実践の振り返りと情報交換を通し
て看護実践を考える公開講座です。

10月10日,17日,24日 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

公開講座「子ども虐待世帯
への支援とそのチームマネ
ジメント－発生要因に即した
支援体制づくりに向けて－」

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26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 三原市 ①
三原シティカレッジ「将来を
見据えた地域での発達支
援」

発達障がいのあるこどもたちが成長し社会に巣立つ課程について専門家
の視点から情報を提供する公開講座です。

9月27日
10月18日
11月15日,29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「知って，
学んで考えよう！」

介護サービスが必要になったときの自分のケア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

広島県 三原市 ①
三原シティカレッジ「プレイ
バックシアター体験」

プレイバックシアターという即興劇を体験する公開講座です。 10月19日,11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

広島県 三原市 ①
三原シティカレッジ「園芸福
祉講座2019」

植物にふれることがもたらす効果について，講義と実習を通して理解する
公開講座です。

10月25日,26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

広島県 三原市 ③
県立広島大学三原キャンパ
ス大学祭
「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。 11月9日,10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
三原キャンパス教学課
0848-60-1126

広島県 三原市 ③
池田重子コレクション
帯留に遊ぶ　和装のおしゃ
れ展

本展では，池田重子コレクションの中から帯留を中心に，半襟や和装小
物などをコーディネイト例と共に展示します。合わせて，三原市ゆかりの
彫金家・清水南山の帯留やそのスケッチを展示し，郷土作家を顕彰しま

11月2日～24日 三原リージョンプラザ　展示ホール 三原市，三原市教育委員会
http://www.city.mihara.hiroshima.
jp/

三原市教育委員会文化課
0848-64-9234

9月上旬～中旬に更新予定

広島県 三原市 ① 江戸時代の教科書展
本展では，学びの段階に応じて用いられた教科書と，当時の学問の様子
について紹介します。また，三原市に関連した江戸時代の教育施設につ
いても取り上げ，郷土の教育史を発信します。

7月20日～11月22日
三原市歴史民俗資料館　１階展示
室

三原市教育委員会 無料
http://www.city.mihara.hiroshima.
jp/

三原市教育委員会文化課
0848-64-9235

広島県 三次市 ③
けんみん文化祭ひろしま’19
「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10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

無料
けんみん文化祭ひろしま’19：
http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

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9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
【広島県ＨＰ】　
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/186/

県立三次高等技術専門校
0824-62-3439

広島県 三次市 ③ 三次きらきらコンサート 市内中学生の吹奏楽及び琴の演奏会 10月12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 0824-62-8400

広島県 三次市 ③
第61回中国・四国ブロック民
俗芸能大会

中四国各県から計10団体が集まり，民俗芸能を披露します。 10月27日 三次市民ホールきりり
第61回中国・四国ブロック民
俗芸能大会実行委員会

無料 082-513-5021

広島県 三次市 ③
けんみん文化祭ひろしま’１
９合唱・洋楽の祭典

県内各地から選ばれた19団体が，合唱・洋楽の2分野で演奏と合唱を披
露する。

11月10日 三次市民ホールきりり
けんみん文化祭三次市実行
委員会

無料 0824-62-6191

広島県 三次市 ③
史跡寺町廃寺跡第７次発掘
調査現地見学会

発掘調査を行っている史跡寺町廃寺跡の現地見学会 11月 史跡寺町廃寺跡 三次市教育委員会 無料 0824-62-6191

広島県 県内全域 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67万冊所蔵）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.pref.hiroshim
a.jp/index.php?action=pages_view
_main&block_id=7226&page_id=301
5&active_action=announcement_vi
ew_main_init#_7226

広島県立図書館資料課
082-241-4971

広島県 県内全域 ①
全国大学ビブリオバトル
2019～首都決戦～中国Ｄブ
ロック地区決戦

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，本地区決戦で本戦に進む学生
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

※10月中旬作成予定のため，トッ
プページのＵＲＬを記載
https://www2.hplibra.pref.hiroshi
ma.jp/

広島県立図書館総務課
082-241-4970

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1～8日
広島県内3会場
（JR広島駅外，JR主要駅2か所）

広島県県民活動課 無料
広島県県民活動課：
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/43/

広島県県民活動課
082-513-2740

広島県 県内全域 ①③ あいサポートアート展 障害のある方の芸術作品の展示会
10/29～11/3
11/19～11/24

広島県立美術館，ふくやま美術館 広島県 無料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/s
oshiki/62/aiartr1.html

広島県障害者支援課
082-513-3155

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


