11月
演 劇 演 芸 舞 踊
日

催

し

物

時

間

場

2日
（金）ダンスワークショップ 日本舞踊×コンテンポラリーダンス 日置あつし 12:30 ～※ 4日まで

所

料

金

連

絡

先

東区民文化センター

¥2,000 ～（要申込・10/31 締切） ☎ 082（264）
5551

四十過ぎれば愚痴も出る～楓子の乱～（出演：フロントライン石原、やまか、藩飛礼松本）18:00 ～
13:00 ～

西区民文化センタースタジオ

¥1,500（2,000）

JMS アステールプラザオーケストラ等練習場、多目的スタジオ ¥400

☎ いきいき千田スポーツダンス／岡井082（243）7232

柳家小三治 独演会

18:30 ～

県民文化センターホール

¥5,500

☎ テレビ新広島 082（256）2213

7日
（水）「広島神楽」定期公演（才乙旭神楽団 : 神武・鍾馗）

19:00 ～

県民文化センターホール

¥1,000

☎ 082（245）
2311

8日
（木）千鳥の大漫才 2018

19:00 ～

JMS アステールプラザ大ホール ¥5,800

☎ 中国放送 事業部 082（222）1133

9:15 ～ 15:30

JMS アステールプラザ中ホール ¥ 無料

☎ 広島市教育委員会指導第二課082（504）2487

6日
（火）社交ダンス

※13日、20日、27日も有

10 日
（土）文化の祭典（中学校の部）演劇・言語活動部門
劇団小豆組 第七回本公演「不忍忍（しのばずのしのび）」
11 日
（日）劇団四季「ソング＆ダンス 65」
和華の会（日本舞踊）

18:00 ～※11日13:00 ～も有 青少年センター ホール

☎ 広島よしもと 082（249）6223

¥ 一般2,000（2,500）、高校生以下1,000（1,500） ☎ 082（228）
0447

※16日まで（13日休演）

上野学園ホール

11:00 ～

JMS アステールプラザ中ホール ¥1,500（2,000）

¥S1 席8,640 ～ B 席 3,240

☎ 広島オフィス 082（503）
3411
☎ 鳥井 080（3070）
5965

お笑い！よしもとゲバント劇場（ガリットチュウ、ウーマンラッシュアワー、他） 12:00 ～、14:30 ～ ゲバントホール

¥2,500（大人3,000、中・高校2,300、5歳～ 2,000） ☎ よしもと広島事務所 082（249）6223

あさきた神楽公演（出演：宮崎神楽団）

安佐北区民文化センターホール

¥ 一般 700、中学生以下無料

☎ 082（814）
0370

実演！広島市内神楽団（11日下五原神楽団、25日鈴張＆あさひが丘神楽団）13:00 ～※ 25日も有

湯来ロッジ 2 階多目的ホール

¥500（未就学児無料）

☎ 0829（85）0111

笑いの学舎『あさみなみ落語会』※詳細→ P4

安佐南区民文化センター大広間

¥500（700）

☎ 082（879）
3060

またたびさんざ五ヶ月連続独演会「任侠流れの豚次伝」
（出演 : 柳家三三）14:00 ～

広島工業大学広島公舎

¥3,800（4,300）、他

☎ 生らくご会 090（9570）
4579

ミュージカル

JMS アステールプラザ大ホール ¥3,000

☎ コーラス・ピープル 082（243）5795

銀シャリ 2018 単独ツアー「GREATEST SHARIMAN」 18:00 ～

ゲバントホール

¥3,500（売切）

☎ チケットよしもと 0570（550）100

村本大輔 大演説 広島公演（出演：ウーマンラッシュアワー村本大輔） 18:30 ～

東区民文化センタースタジオ 1

¥3,000

☎ チケットよしもと 0570（550）100

18:00 ～※ 25日も有

合人社ウエンディひと・まちプラザ

¥700

☎ チケットよしもと 0570（550）100

19:00 ～

県民文化センターホール

¥1,000

☎ 082（245）
2311

13:00 ～

JMS アステールプラザ中ホール能舞台 ¥ 無料（要整理券）
（申込終了）

美女＆野獣

12:30 ～
14:00 ～
17:30 ～

14 日
（水）広島よしもと ブチ LIVE（出演 : あらきあきゆき、他）
「広島神楽」定期公演（上川戸神楽団 : 塵倫・八岐大蛇）
17 日
（土）第 29 回 ひろしま平和能楽祭
第６回 社会人落語べっぴん寄席

13:00 ～
佐伯区民文化センタースタジオ
～
劇團ぬるま湯第拾回公演「机上の決闘～ストーリーとバトル～」 18:30
青少年センター第一集会室
※18日12:30 ～、16:00 ～も有
18 日
（日）夢ふうせん～歌・踊り・紙芝居～

12:00 ～

☎ ひろしん文化財団 082（245）0512

¥500（電話予約可）

☎ 082（921）
7550

¥700（900）

☎ ゅぇ 090（6404）
6664

天然温泉・クアハウス 神田山荘

¥ 一般 750、被爆者 250（入場料） ☎ 082（228）
7311

AKI Ceili 2018（アイルランドのダンスワークショップ、楽器紹介、パーティ、など）12:30 ～ 17:30

CLiP HIROSHIMA

¥ 入場無料

2018

大岡 realta.nua.h@gmail.com

中国バレエフェスティバル※詳細→ P4

13:30 ～

JMS アステールプラザ大ホール ¥3,000（3,500）

☎ 082（244）
8000

ＳＫＭ スタジオ 北中玲名バレエスクール 第 4 回発表会

17:30 ～

県民文化センターホール

¥ 無料

☎ 同スクール 082（221）
0310

18:30 ～

西区民文化センター大広間

¥2,500（3,000）

☎ 米朝事務所 06（6365）
8281

19:00 ～

JMS アステールプラザ大ホール ¥ 指定席￥5,000、他（売切）

☎ 夢番地 082（249）
3571

19:00 ～

県民文化センターホール

¥1,000

☎ 082（245）
2311

12:00 ～

妙慶院（中区小町）

¥ 無料

☎ 大島能楽堂 084（923）
2633

13:30 ～

西区民文化センタースタジオ

¥ 無料

☎ 朗読サークル彩 / 多和田080（5236）5438

エディオン蔦屋家電寄席 広島演芸協会 秋風亭てい朝 / 黄金家鉄兵ほか 14:00 ～

エディオン蔦屋家電

¥1,080（要予約）

☎ 082（264）
6511

エルカミーノフラメンコ生徒発表会

南区民文化センターホール

¥ 無料

☎ エルカミーノ生徒の会／白井082（241）7252

21 日
（水）桂まん我ひとり会
笑福亭鶴瓶落語会
「広島神楽」定期公演（亀山神楽団 : 葛城山・八岐大蛇）
23日（金・祝） 広島大島会秋の会
24 日
（土）朗読サークル彩

喜多流

第 15 回「朗読の集い」

15:00 ～

ミュージックシアター ASAKITA 第24回公演「眠れる森の美女」※詳細→ P4 18:00 ～※25日14:00 ～も有 安佐北区民文化センターホール

¥ 一般2,000（2,500）、高校生以下1,500（2,000） ☎ JMS アステールプラザ内082（244）8000

劇団テアトル広島 第 34 回公演｢しんしゃく源氏物語―末摘花の巻―」 18:30 ～※25日13:30 ～も有 東区民文化センターホール

¥ 一般2,000（2,300）、学生1,500（1,800） ☎ 劇団テアトル広島 / 五十嵐090（9415）3913

ヴェートーベン芸能生活 20 周年祈年単独ライブ※詳細→ P3 19:00 ～

ゲバントホール

¥3,000

9:30 ～

佐伯区民文化センターホール

¥ 高校生以上自由席1,000（1,200）、他 ☎ 082（921）
7550

第 25 回民踊まつり

10:30 ～

上野学園ホール

¥ 無料

☎ 日本民踊研究会広島県支部082（285）2253

春風亭小朝 独演会

13:00 ～

県民文化センターホール

¥3,500

☎ 春々堂 03（5447）
2131

広島工業大学広島校舎

¥ 予約 3,800（4,300）、他

☎ 生らくご / 上村 090（9570）4579

25 日
（日）第 28 回 神楽祭※詳細→ P4

生らくご会番外編「あごあしまくら」
（出演：三遊亭歌奴、柳家小せん、他）14:00 ～

☎ オスカープロモーション 03（5774）3211

26 日
（月）広島市民劇場 11 月例会

文学座公演「女の一生」

18:30 ～※27日13:00 ～も有 JMS アステールプラザ大ホール ¥ 会員制（入会制）

☎ 広島市民劇場 082（247）5433

28 日
（水）広島市民劇場 11 月例会

文学座公演「女の一生」

18:30 ～※29日13:00 ～も有 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

19:00 ～

¥1,000

☎ 082（245）
2311

「広島神楽」定期公演（龍南神楽団 : 大江山・八岐大蛇）

県民文化センターホール

映 像
日

催

し

物

1日
（木）全天周映画「新・恐竜大進撃」

時

間

5日
（月）「郡上一揆」上映会（監督：神山征二郎 / 出演：加藤剛、他） 14:00 ～、18:00 ～

8

場

所

土日祝13:00 ～、平日15:00 ～※2019年4月26日まで 5-Days こども文化科学館

料

金

連絡先

¥ 大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

合人社ウェンディひと・まちプラザ

￥一般1,100（1,300）、高校生以下500☎木下090（7540）4596

10 日
（土）国際アニメーション・デー 2018 in 広島（世界のアニメーション上映） 14:00 ～

広島県立美術館地下講堂

¥ 無料☎広島国際アニメ事務局 082（245）0245

11 日
（日）ハチドリシネマ「ワンダーランド北朝鮮」

10:30 ～

Social Book Cafe ハチドリ舎

¥1,500（ドリンク付）

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 ～

Social Book Cafe ハチドリ舎

¥1,500（ドリンク付）

14 日
（水）広島エイト倶楽部 59 回公開上映会 ビデオ映写会

13:00 ～ 16:30 ※25日も有

14日 : 西区民文化センター、25日 : 広島市総合福祉センター ¥ 無料

23日（金・祝）広島国際映画祭 2018

各施設で異なります※25日まで

NTT クレドホール、他

※詳細→ P1

☎ 082（576）4368
☎ 082（576）4368
☎梶山 082（272）6367

¥1日券 1,500（2,000）☎事務局 082（228）5226

2018.11
場所／連絡先

日

内

1日
（木）
2日
（金）
4日
（日）
7日
（水）
8日
（木）
14日
（水）
15日
（木）
16日
（金）
17日
（土）
29日
（木）
30日
（金）

映像文化ライブラリー
☎082（223）3525

容

時

間

「羅生門」
（出演：三船敏郎、京マチ子、森 雅之、他）
10：30～、14：00～、18：30～
「生きる」
（出演：志村 喬、日守新一、小田切みき、他）
10：30～、14：00～、18：00～
「勲章」
（出演：小沢 栄、佐田啓二、香川京子、他）
10：30～、14：00～
「生きものの記録」
（出演：三船敏郎、志村 喬、千秋 実、他）
10：30～、14：00～、18：30～
「真昼の暗黒」
（出演：草薙幸二郎、左 幸子、飯田蝶子、他）
10：30～、14：00～、18：00～
シナリオ作家
「鰯雲」
（出演：淡島千景、新珠三千代、木村 功、他）
10：30～、14：00～、18：00～
橋本忍
「張込み」
（出演：大木 実、宮口精二、高峰秀子、他）
10：30～、14：00～、18：00～
「隠し砦の三悪人」
（出演：三船敏郎、上原美佐、千秋 実、他）
10：30～、14：00～、18：00～
「私は貝になりたい」
（出演：フランキー堺、新珠三千代、笠 智衆、他） 10：30～、14：00～、18：00～
「黒い画集 あるサラリーマンの証言」
（出演：小林桂樹、原知佐子、平田昭彦、他） 10：30～、14：00～、18：30～
「切腹」
（出演：仲代達矢、三國連太郎、岩下志麻、他）
10：30～、14：00～、18：00～
国際アニメーション・デー①「お坊さんと魚」
（監督:マイケル・デュドク・
ドゥ・ヴィット）、他（計7作品）
①10：30～、②14：00～
2018 in 広島
②「サンドマン」
（監督:ポール・ベリー）、他（計7作品）

3日
（土・祝）

こども映画会

4日
（日）

「ねずみくんのチョッキ」
「クマのプーさん ～プーさんと虎～」

11：00～、14：30～

「珈琲哲學 恋と人生の味わい方」
（監督：アンガ・ドゥイマス・サソンコ）
14：00～、18：00～
インドネシア映画祭
「鏡は嘘をつかない」
（監督：カミラ・アンディニ）
14：00～、18：00～
※詳細→P5
「星空の下で」
（監督：レナード・レーテル・ヘルムリッヒ）
10：30～、14：00～
（出演:廣田あいか、阿久圭介、堀内敬子、他） 10：30～、14：00～
ファミリーシアター 「たまこちゃんとコックボー」
21日14：00～、18：00～
21日（水）
・22日（木）
「古典文学の背景 平安貴族の生活」
「国宝 源氏物語絵巻」
22日10：30～、14：00～
文化映画鑑賞会
28日
（水）
「フランスの近代美術」
「ロダン」
「アール・ヌーヴォーと高島北海」 14：00～、18：00～
広島国際映画祭2018 「アクチュア１」
「記憶すべきマリー」
68年5月革命特集～68
①「ここといま」②「ファン・アンド・ゲームズ・フォー・エブリワン」
年5月のダンディー、ザン
ジバルグループを巡って ③「現像液」
※詳細→P1
①「アセファル 無頭人」
「ヴィット」②「トゥワイス」

24日
（土）
25日
（日）

所

日

八丁座 壱・弐
☎082（546）1158

サロンシネマ1・2
☎082（962）7772

109シネマズ広島
（アルパーク北棟）

☎082（501）3103

主に11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11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

TOHO
シネマズ緑井
☎050（6868）5030
主に11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11月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

イオンシネマ
広島西風新都
☎082（941）7070

主に11月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

1

2

3

4

5

6

7

8

金

全て
大人510、シニア・高校生250、小中学
生無料（土曜日高校生無料）

¥無料
¥無料

9日
（金）
10日
（土）
11日
（日）
18日
（日）

23日
（金・祝）

料

全て
￥大人380、シニア・高校生180、
小中学生無料

全て
￥大人510、シニア・高校生250、
①10：30～②14：30～③18：30～ 小中学生無料（土曜日高校生無料）
※広島国際映画祭2018のチケットでも鑑賞可
①10：30～②13：30～
※各上映前にゲストトーク等有
13：00～

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

（木）
（金）
（土・祝）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金・祝）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
●万引き家族（PG12）
●日日是好日
●タイタニック ●輝ける人生（PG12）
←１日まで●オーケストラ・クラス
●ファントム・スレッド
30日～●食と農の映画祭2018in ひろしま※詳細→P2→
●散り椿
●恋のしずく
30日～●斬、 →
←１日まで●1987、ある闘いの真実 ●500ページの夢の束
●華氏119
●search サーチ ●カメラを止めるな！
●マイ・プレシャス・リスト
（PG12）
●クワイエット・プレイス
●チャーチル ノルマンディーの決断
●心と体と
（PG12）
●止められるか、俺たちを
●プーと大人になった僕（字幕版）
●かごの中の瞳（R15+）
●ビブリア古書堂の事件手帖
●スマホを落としただけなのに ●ヴェノム
●走れ！T校バスケット部
●体操しようよ ●ボヘミアン・ラプソディ ●ういらぶ。 ●バーフバリ 伝説誕生 完全版
＜ライブ・ビューイング＞
２日のみ●JUNHO
（2PM）
2日～8日●MET ヴェルディ
《アイーダ》
3日・4日●うたの☆プリンスさまっ♪ 7日のみ●Roselia Live「Vier」
14日のみ●2PM FOREVER "6Nights"
（ディレイビューイング）
16日～22日●MET サン=サーンス《サムソンとデリラ》新演出
25日のみ●『PERSONA5 the Animation』Masquerade Party

●人魚の眠る家
●爆音映画祭 Vol.2

●ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ
（PG12）
●ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生
●ポリス・ストーリー REBORN

30日～●くるみ割り人形と秘密の王国 ●かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発→
30日～●Merry Christmas!～ロンドンに奇跡を起こした男～

●スマホを落としただけなのに ●ヴェノム
●走れ！T校バスケット部
●体操しようよ ●ボヘミアン・ラプソディ
●人魚の眠る家 ●鈴木家の嘘（PG12）
●劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
＜ライブ・ビューイング＞
●特別版 Free! Take Your Marks
3日・4日●うたの☆プリンスさまっ♪
●ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生
１５日のみ●千鳥の大漫才2018
●家族のはなし
30日～●THE COLLECTORS さらば青春の新宿JAM→
●ラ・チャナ※11日休映
●ぼけますから、よろしくお願いします。※詳細→P2※17日信友直子監督 舞台挨拶有
●いつだってやめられる 7人の危ない教
＜イベント＞
授たち
（PG12） ●いつだってやめられる ●サムライと愚か者 オリンパス事件の全貌
3日●出張円盤特別編「パラレル日本ロック史１０時間！」
10人の怒れる教授たち
（PG12）
11日●吉田豪×杉作J太郎 人生相談番外地2018
●子どもが教えてくれたこと
←●広島国際映画祭2018 ※詳細→P1
●ゲンボとタシの夢見るブータン ●祝福 オラとニコデムの家
●ビブリア古書堂の事件手帖
●スマホを落としただけなのに ●ヴェノム
●走れ！T校バスケット部
●ボヘミアン・ラプソディ ●ういらぶ。 ●GODZILLA 星を喰う者 ●ジョニー・イングリッシュ アナログの逆襲 ●アンクル・
ドリュー
●人魚の眠る家
←4日のみ●ミッキーマウス 映画祭 2018
●ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生
＜ライブ・ビューイング＞
30日～●くるみ割り人形と秘密の王国 ●かぞくいろ
RAILWAYS わたしたちの出発→
●ギャングース
3日・4日●うたの☆プリンスさまっ♪
●アース アメイジング・デイ
18日のみ●宝塚歌劇月組東京公演『エリザベート－愛と死の輪舞（ロンド）－』千秋楽
25日のみ●『PERSONA5 the Animation』Masquerade Party
●ビブリア古書堂の事件手帖
●スマホを落としただけなのに ●ヴェノム ●宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第6章「回生篇」
●K SEVEN STORIES Episode5「メモリー・オブ・レッド～BURN～」 ●走れ！T校バスケット部
●ういらぶ。 ●生きてるだけで、愛。 ●ボヘミアン・ラプソディ ●GODZILLA 星を喰う者
●ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅（MX4D・吹替）
4日のみ●ミッキーマウス映画祭 2018
22日のみ●ゲキ×シネTIME「SHIROH」
●ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション ●続・終物語
●SOUNDS LIKE SHIT: the story of Hi-STANDARD
●人魚の眠る家 ●赤毛のアン 初恋 ●赤毛のアン 卒業 ●アウト＆アウト
＜ライブ・ビューイング＞
●ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅（IMAX3D字幕）
3日・4日●うたの☆プリンスさまっ♪ 4日のみ●MANKAI STAGE『A3!』
●PEACE MAKER 鐵 ～友命～
10日・11日●THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS
17日のみ●ヒプノシスマイク 17日・18日●AD-LIVE
●ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 ●怪獣娘（黒）～ウルトラ怪
23日・24日●IDOLM@STER MILLION LIVE! 25日のみ●喜劇「おそ松さん」千秋楽
獣擬人化計画～ ●Mariya Takeuchi Theater Live ●ハード・コア（R15+）
30日～●くるみ割り人形と秘密の王国 ●Merry Christmas!～ロンドンに奇跡を起こした男～ ●機動戦士ガンダムNT(ナラティブ）→
30日～●アース：アメイジング・デイ ●かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
＜午前十時の映画祭＞●ソフィーの選択
＜午前十時の映画祭＞●近松物語 4Ｋデジタル復元版
＜午前十時の映画祭＞●ジャイアンツ
10/26～●旅猫リポート ●オズランド 笑顔の魔法おしえます。
●ビブリア古書堂の事件手帖
●スマホを落としただけなのに ●ヴェノム
●走れ！T校バスケット部
●ボヘミアン・ラプソディ
●人魚の眠る家 ●母さんがどんなに僕を嫌いでも
11日のみ●ドリームコラボレーションコンサート→
●バッド・ジーニアス 危険な天才たち
（PG12）
（ステージ出演:中西保志、中西圭三）
●劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い ●アメリカン・ミュージック・ジャーニー
＜ライブ・ビューイング＞
●銃（R15+）
3日・4日●うたの☆プリンスさまっ♪
●ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 ●運命は踊る
17日のみ●ナイツ独演会
30日～●くるみ割り人形と秘密の王国 ●Merry Christmas!～ロンドンに奇跡を起こした男～→
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