6月
演 劇 演 芸 舞 踊
日

催

し

物

1日（金）～29日（金） 森川劇団 森川竜二
2日
（土）コマンダンテ結成 10 周年 10 都市漫才ツアー in 広島
ラフレクラン単独ツアー 2018「KYONPLEX」
サムライニンジャシアター※詳細→ P2
3日
（日）広島藤本会 ゆかた会
ミサワ・アクターズ・カンパニー第 5 回公演「世継曽我」

時

間

場

12:00 ～、18:00 ～
15:00 ～
18:00 ～
18:30 ～

※毎週土曜日開催（6/16 を除く）

10:00 ～
13:00 ～

※6月毎週日曜開催

所

料

友近ワイド劇場（出演：友近、バッファロー吾郎Ａ、他）
6日
（水）広島よしもと ブチ LIVE( 出演 : あらきあきゆき、松浜 心、他 )
「広島神楽」定期公演（伊賀和志神楽団 : 鍾馗・山伏）
8日
（金）広島アクターズラボで生まれた五色劇場の試演会 2「新平和」※詳細→ P4
劇団どくんご公演第 32 番「誓いはスカーレット」
9日
（土）第 22 回広島地区カ・マカニ・フラ・フェスティバル

先

ピースカフェ

¥2,000（1ドリンク付）

☎ 082（225）
7284

安佐南区民文化センターホール

¥ 無料

☎ 広島藤本会 082（843）
3449

マック・ナッシング・シアター

¥3,500（4,000）

☎ 082（294）
6654

¥500（ドリンク別）

☎ ヲルガン座 082（295）
1553

¥1,000

☎ JTB 広島支店 082（542）5025

※12日、19日、26日も有

18:30 ～
18:00 ～※24日17:00 ～も有
19:00 ～
時間は P4参照
19:30 ～
10:30 ～※ 10日も有
～
広島市民劇場６月例会 加藤健一事務所公演『煙が目にしみる』 18:30
※10日13:00 ～も有

10:00 ～
13:00 ～※23日も有
13:00 ～
13:00 ～
14:00 ～
～
11 日
（月）広島市民劇場 6 月例会 加藤健一事務所公演『煙が目にしみる』18:30
※12日・13日13:00 ～も有

絡

☎ 082（262）
3636
☎ チケットよしもと 0570（550）100
☎ チケットよしもと 0570（550）100

13:00 ～

5日
（火）社交ダンス

連

¥1,900（各種割引有）
¥3,200
¥3,200

14:00 ～、19:00 ～ ふらんす座
～
4日
（月）Hiroshima Cultural Night（ナイトエンターテイメント公演）17:30
広島県立美術館地下講堂
※18日、24日も有
六タイル旗揚げ公演『○○のふたり』

金

清水劇場
YMCA 国際文化ホール
YMCA 国際文化ホール

10 日
（日）第 1 回 ODORIBA DANCE CONCERT
コスモス・ダンス
実演！ 広島市内神楽団（上中調子神楽団）
第 2 回サンシャイン寄席
漫才サミット
（出演：中川家、サンドウィッチマン、ナイツ）

JMS アステールプラザ多目的スタジオ、他 ¥400

☎ いきいき千田スポーツダンス / 岡井082（243）7232

JMS アステールプラザ大ホール
合人社ウエンディひと・まちプラザ
県民文化センターホール
東区民文化センタースタジオ 2
東千田公園（広大跡地）特設“犬小屋”テント劇場
上野学園ホール

¥6,800
¥700
¥1,000
¥ 一般 1,500（2,000）、25歳以下1,000（1,500）、他
¥2,500（2,800）、中高校生1,300、他
¥1,500（1,700）

☎
☎
☎
☎
☎
☎

安佐南区民文化センターホール

¥ 会員制（入会制）

☎ 広島市民劇場 082（877）4423

東千田公園（雨天中止）
JMS アステールプラザオーケストラ等練習場、他
湯来ロッジ 2 階ホール
社会福祉法人サンシャイン南蟹屋1階交流 フロア
国際会議場フェニックスホール

¥ 無料
¥500
¥500（未就学児は無料）
¥100
¥3,500

☎
☎
☎
☎

キャンディー 082（249）8334
チケットよしもと 0570（550）100
082（245）
2311
082（264）
5551
スズキ 080（5418）
1638
中四国ハワイアン協会089（998）8780
hiroxile7@gmail.com
八木 090（3744）
7531
0829（85）0111
秋風亭たかぶ（藤田）090（6406）5554
チケットよしもと 0570（550）100

JMS アステールプラザ中ホール ¥ 会員制（入会制）

☎ 広島市民劇場 082（247）5433

13 日
（水）「広島神楽」定期公演（今田神楽団 : 戻り橋・殺生石）
19:00 ～
13:00 ～、16:00 ～
16 日
（土）横川落語会 第 21 回 柳家福治独演会
Waipuna 10th Anniversary Ogo's kanikapila in Hiroshima 14:00 ～
17 日
（日）広島明生会大会（喜多流）
12:00 ～
美鈴舞踊劇団～お芝居・舞踊ショー・唄～
12:00 ～
12:00 ～
広島金剛会 謡曲・仕舞会
12:30 ～
子ども日本舞踊発表会
15:00 ～
第 7 回わいん劇場～落語×漫才×コント×大喜利～
傷口にウォッカを吹きかけろ（フラメンコ公演 / 踊り：松彩果、NOBU、他）17:30 ～
20 日
（水）上方落語を聴く会・第 1 回 まん我・鯛蔵ふたり会
18:30 ～
「広島神楽」定期公演（あさひが丘神楽団 : 鍾馗・戻り橋 < 前編 >）19:00 ～
夜のヨーロッパ企画～「サマータイムマシン・ワンスモア」キャンペーン広島編～（上映会） 19:00 ～
18:30 ～
22 日
（金）柳家花緑 独演会
23 日
（土）Reading Notte『朗読夜会 第七夜』
『 国貞えがく』※詳細→ P4 14:00 ～、19:00 ～

県民文化センターホール
¥1,000
西区民文化センタースタジオ
¥2,000（2,500）
県民文化センターホール
¥7,000
JMS アステールプラザ中ホール ¥ 無料
天然温泉・クアハウス 神田山荘 ¥ 一般 750、被爆者 250（入場料）
木松旅館・能舞台（西区己斐本町2丁目1-6） ¥ 無料
南区民文化センタースタジオ
¥ 無料
安佐南区民文化センター大広間 ¥800（1,000）、小中高生 500
カフェ・テアトロ・アビエルト
¥8,000（8,500）
西区民文化センター 3 階大広間 ¥3,000（3,500）
県民文化センターホール
¥1,000
TSS テレビ新広島 新館 9Ｆスタジオ ¥2,000（2,300）
（1ドリンク付）
県民文化センターホール
¥3,800（4,300）

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

西区民文化センタースタジオ

¥ 一般2,000（2,300）、高校生以下1,000（1,300） ☎ 082（234）
1960

24 日
（日）演者 unit 炊込飯第二品目公演「こげたごはん」
安野神楽団～神楽公演～
アステールプラザ神楽鑑賞会「神楽が語る日本の歴史」※詳細→ P4
実演！ 広島市内神楽団（飯室神楽団）
27 日
（水）「広島神楽」定期公演（今吉田神楽団 : 滝夜叉姫・八岐大蛇）

11:00 ～、13:30 ～、16:00 ～
12:00 ～
13:00 ～
13:00 ～
19:00 ～
12:30 ～、17:30 ～

青少年センター地下１階アングラ劇場
天然温泉・クアハウス 神田山荘
JMS アステールプラザ中ホール
湯来ロッジ 2 階ホール
県民文化センターホール

¥ 無料（カンパ制）
¥ 一般 750、被爆者 250（入場料）
¥1 階席 3,000、2 階席 2,000
¥500（未就学児は無料）
¥1,000

☎
☎
☎
☎
☎

広島文化学園 HBG ホール

¥S 席 12,000、A 席 10,000

☎ TSS 事業部 082（253）1010

13:00 ～
13:00 ～
13:00 ～
13:30 ～
14:00 ～
～
演劇集団ふらっと第 4 回本公演 朗読「あの日僕達はヒロシマにいなかった」 16:00
※7月1日11:30 ～、15:30 ～も有

上野学園ホール
国際会議場フェニックスホール
ふれあい会館（南区小磯町 1-1）
JMS アステールプラザ中ホール
県民文化センターホール

¥S 席 8,640、A 席 6,480
¥4,500
¥500（1,000）
（予約可）
¥4,000（4,500）
¥ 大人 2,000、小中高生 1,000

☎
☎
☎
☎
☎

ゆいぽーと 3 階音楽室

¥500（資料代）

☎ キャサリン 080（5626）
3788

30 日
（土）地球ゴージャスプロデュース公演 Vol.15｢ZEROTOPIA｣
音楽座ミュージカル「ホーム」※詳細→ P3
桂文珍独演会
やる通 落語観笑会（出演 : 春歌亭丹馬、柱笑福、他）
桂米團治 広島特別講演 おぺらくご
「フィガロの結婚」
広島車いすダンスくらぶ「魂のパフォーマンス 2018」

※24日11:00 ～、15:00 ～も有

※7月1日13:00 ～も有

082（245）
2311
082（234）
1960
Ogo コーポレーション 03（3586）1897
広島明生会 082（293）
4118
082（228）
7311
中尾 082（241）
6153
吉美紫央会 090（9730）4179
杉田 090（8719）
4147
082（873）
6068
重田 090（4800）
9800
082（245）
2311
082（253）
1010
広島音楽文化協会 082（221）5381
実行委員会 090（6437）0501
082（228）
7311
082（244）
8000
0829（85）0111
082（245）
2311
キャンディー 082（249）8334
HOME（平日10時～ 17時）082（221）7116
やる気応援プロジェクト 082（282）8866
実行委員会 080（6313）7644
広島車いすダンスくらぶ 082（843）1504

映 像
日

催

し

物

間

場

所

料

金

連絡先

¥ 大人 510、高校生・シニア 250 ☎ 082（222）5346

2日
（土）ビークルシアター ( ビデオ上映会 「
) かんすけさんとふしぎな自転車」
（対象：小学生まで） 11:30 ～、12:30 ～、13:30 ～、14:30 ～※3日も有 ヌマジ交通ミュージアム

¥ 無料

☎ 082（878）
6211

10 日
（日）ハチドリシネマ「コスタリカの奇跡」～積極的平和国家のつくり方～ 19:00 ～

Socoal Book Cafe ハチドリ舎 ¥1,500( ＋1 オーダー （
) 要申込）☎ 082（576）4368

11 日
（月）映画上映会・交流会 ( 作品未定 )

14:00 ～、19:00 ～※25日も有

ピースカフェ

23 日
（土）エソール映画祭「この世界の片隅に」

10:00 ～、13:30 ～

エソール広島

シリアで何が起きているのか？
映画「それでも僕は帰る」上映＋トークイベント

8

時

1日
（金）全天周映画「HAYABUSA2-RETURN TO THE UNIVERSE-」 平日 15:00 ～、土日祝 13:00 ～※10月26日まで 5-Days こども文化科学館

19:00 ～

¥1,000( ソフトドリンク付 ) ☎ 082（225）7284

¥1,500( クッキー＆ドリンク付 )

☎宮本 (10 時～ 16 時 )090（2002）9876
¥1,500（＋1 オーダー）
（要申込）
Social Book Cafe ハチドリ舎

☎ 082（576）4368

2018.6
場所／連絡先

日

映像文化ライブラリー
☎082（223）3525

所

日

八丁座 壱・弐
☎082（546）1158

サロンシネマ1・2
☎082（962）7772

内

容

時

間

１日(金)
２日(土)
3日
（日）
７日(木)
８日(金)
９日(土)
10日(日)
15日(金)
16日(土)
29日(金)
30日(土)

「浅草の灯」
（出演：上原 謙、高峰三枝子、夏川大二郎ほか）
「暖流」
（出演：佐分利信、水戸光子、高峰三枝子ほか）
「戸田家の兄妹」
（出演：佐分利信、高峰三枝子、三宅邦子ほか）
「あゝ青春」
（出演：佐分利信、高峰三枝子、三宅邦子ほか）
（出演：高峰三枝子、高峰秀子、岸 惠子ほか）
生誕100年 高峰「女の園」
（出演：志村 喬、三船敏郎、山本礼三郎ほか）
三枝子・木暮実千「酔いどれ天使」
代特集
「帰郷」
（出演：佐分利信、木暮実千代、津島恵子ほか）
「慟哭」
（出演：佐分利信、木暮実千代、阿部寿美子ほか）
「お茶漬の味」
（出演：佐分利信、木暮実千代、鶴田浩二ほか）
「祗園囃子」
（出演：木暮実千代、若尾文子、河津清三郎ほか）
「はだかっ子」
（出演：有馬稲子、木暮実千代、三国連太郎ほか）

10：30～、14：00～、18：30～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～、18：30～
10：30～、14：00～、18：00～

17日(日)

ファミリーシアター「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん！」
（声の出演／山寺宏一、愛河里花子、くまいもとこほか） 10：30～、14：00～

「トップ・ハット」
（出演：フレッド・アステア、
ジンジャー・ロジャースほか） 14：00～、18：30～
（出演：フレッド・アステア、
ジンジャー・ロジャースほか） 14：00～、18：30～
アメリカ映画特集「有頂天時代」
「赤ちゃん教育」
（出演：ケーリー・グラント、キャサリン・ヘプバーンほか） 14：00～、18：30～
–the RKO
collection「市民ケーン」
（出演：オーソン・ウェルズ、
ジョセフ・コットンほか）
14：00～、18：00～
※詳細→P4
「アパッチ砦」
（出演：ジョン・ウェイン、ヘンリー・フォンダほか）
14：00～、18：00～
「黄色いリボン」
（出演：ジョン・ウェイン、
ジョアン・
ドルーほか）
14：00～、18：30～
「中国の陶磁」
「小鹿田焼」
「土と炎と人と―清水卯―のわざ―」
14：00～、18：00～
文化映画鑑賞会
13日14：00～、18：00～
13日(水)・14日
（木）
「日本列島ワンワン地図」
「ゲンジボタル」
「奥羽の鷹使い」
14日10：30～、14：00～
サウンド
・
アンド
・
24日(日)
上映作品：
「第七天国」
（１９２７年アメリカ無声映画）/生演奏：山下雅靖（ピアノ） 14：00～
サイレント

2

3

4

5

6

7

8

金

￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料

20日(水)
21日(木)
22日(金)
23日(土)
27日(水)
28日(木)
6日
（水）

1

料

￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人510、シニア250、小中高校生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人510、シニア250、小中高校生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア250、小中高校生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア250、小中高校生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア180、小中高校生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
●孤狼の血（R15+） ●妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ
●シネマ歌舞伎 東海道中膝栗毛〈やじきた〉
●女と男の観覧車
●のみとり侍
●モリーズ・ゲーム
（PG12）
●さよなら僕のマンハッタン
●娼年（R18+）

●素敵なダイナマイト
スキャンダル（R15+）

●オンリー・ザ・ブレイブ

●万引き家族
●BPM ビート・パー・ミニット
（R15+）
29日～●ザ・スクエア 思いやりの聖域→

●OVER DRIVE

109シネマズ広島
（アルパーク北棟）

☎082（501）3103
主に6月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

イオンシネマ広島
☎082（261）1310
主に6月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

横川シネマ
☎082（231）1001

●デッドプール2(R15+) ●50回目のファーストキス
●羊と鋼の森 ●Vision
（PG12）
●家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。 ●終わった人
●空飛ぶタイヤ ●メイズ・ランナー 最期の迷宮
●焼肉ドラゴン
●バーフバリ 王の凱旋 完全版
＜ライブ・ビューイング＞
●猫は抱くもの
2日～8日●MET｢マスネ《サンドリヨン》～シンデレラ～｣
29日～●ハン
・
ソロ スターウォーズ・ストーリー→
7日のみ●CHANSUNG
（From 2PM）
30日～●パンク侍、斬られて候→
●OVER DRIVE ●デッドプール2(R15+) ●50回目のファーストキス
●羊と鋼の森
●終わった人
＜ライブ・ビューイング＞
10日のみ●ミュージカル「ヘタリア」FINAL LIVE
16日のみ●テイルズ オブ フェスティバル 2018
17日のみ●ハイパープロジェクション演劇｢ハイキュー!!｣“はじまりの巨人”
23日のみ●少女☆歌劇 レヴュースタァライト
●ラッキー ●港町 ●ウィッチ・フウィッチ
●星くず兄弟の新たな伝説(PG12)
●ニワトリ★スター(R15+)
※1日休映
●ゴーストスクワッド※1日休映
●聖なるもの

●空飛ぶタイヤ ●メイズ・ランナー 最期の迷宮
●キスできる餃子
●ダンガル きっと、つよくなる
●女は二度決断する
（PG12）
30日～●それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星 ●パンク侍、斬られて候→
●ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男 ●バケツと僕！
●獄友
●星空

●大英博物館プレゼンツ 北斎
●OVER DRIVE

TOHO
シネマズ緑井
☎050（6868）5030
主に6月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

広島バルト11
☎082（561）0600
主に6月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●消された女

●デッドプール2(R15+)

●村田朋泰特集「夢の記憶装置」

●50回目のファーストキス

●羊と鋼の森

●万引き家族

●30年後の同窓会

●終わった人
＜ライブ・ビューイング＞
●空飛ぶタイヤ ●ワンダー 君は太陽 ●メイズ・ランナー 最期の迷宮
8日のみ●爆笑問題 with タイタンシネマライブ #53
17日のみ●宝塚歌劇 宙組東京宝塚劇場公演
●焼肉ドラゴン
●ウタモノガタリ CINEMA FIGHTERS project
『天（そら）は赤い河のほとり』、他千秋楽
17日のみ●ハイパープロジェクション演劇
29日～●ハン・ソロ スターウォーズ・ストーリー ●ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷→
｢ハイキュー!!｣
“はじまりの巨人”
30日～●それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星 ●パンク侍、斬られて候→
●デッドプール2(R15+) ●50回目のファーストキス ●OVER DRIVE
●PEACE MAKER鐵 前篇 ～想道～
●羊と鋼の森
●曇天に笑う<外伝> ～宿命、双頭の風魔 ●あさがおと加瀬さん。 ●終わった人
●空飛ぶタイヤ ●ニンジャバットマン ●メイズ・ランナー 最期の迷宮
＜ライブ・ビューイング＞
●焼肉ドラゴン
9日のみ●ラブライブ!サンシャイン!! Aqours
●わたしに××しなさい！
22日のみ●ゲキ×シネ「阿修羅城の瞳2003」→
10日のみ●KING OF PRISM Rose Party 2018
●フューチャー・ワールド
29日～●ハン・ソロ スターウォーズ・ストーリー→
30日～●それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星 ●宇宙戦隊キュウレンジャーVSスペース・スクワッド→
＜午前十時の映画祭＞
●オール･ザット･ジャズ(PG12)

＜午前十時の映画祭＞
●用心棒 4Kデジタルリマスター版

＜午前十時の映画祭＞
●七人の侍 4Kデジタルリマスター版

●パティ・ケイク＄
（PG12） ●50回目のファーストキス ●OVER DRIVE
●Vision
（PG12） ●万引き家族

イオンシネマ
広島西風新都
☎082（941）7070
主に6月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●羊と鋼の森

●終わった人
●メイズ・ランナー 最期の迷宮
＜ライブ・ビューイング＞
2日のみ●THE IDOLM@STER MILLION LIVE!
10日のみ●ラブライブ！サンシャイン!! Aqours
17日のみ●テイルズ オブ フェスティバル 2018

●ワンダー 君は太陽

●空飛ぶタイヤ

●オンリー・ザ・ブレイブ
●日本のいちばん長い日 ●ラ・ラ・ランド
●怪盗グルーのミニオン大脱走
●ゆずりは ●ばぁちゃんロード
●映画しまじろう まほうのしまの だいぼうけん
30日～●それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星 ●パンク侍、斬られて候→
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