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5月
「カルチャーひろしま」

イベント情報

日 催　し　物 時　間 場　所 料　金※（　）内は当日 連絡先
1日（月）広島市ピースアートプログラム　アートルネッサンス2023作品募集 ※31日まで 応募先：HPAR2023運営事務局 応募無料�☎ HPAR2023運営事務局082（831）6888

クラフト餃子フェス※7日まで 10:00〜 20:30（平日11:00〜） HIROSHIMA�GATE�PARK�PLAZA 入場無料� WEB https://craftgyoza.jp/hiroshima2023/
橋本大地×蝶野正洋�ランチ＆トークイベント 12:30 アカプルコ 11,000（飲食税サ込・要申込）� ☎082（554）5822

2日（火）令和5年度子ども読書まつり ※14日まで 広島市立図書館13施設 無料� ☎5-Days�こども図書館082（221）6755

ひろしま遊学の森スタンプラリー 2023春　※5月21日まで 9:00〜 16:00 森林公園管理センター /緑化セン
ター管理事務所

無料（森林公園＝駐車料金別途）
☎緑化センター 082（899）2811

マッピーからの挑戦状2023　（対象：小学生／内容：マスコット
キャラクター・マッピーからのクイズに答えよう！）※14日まで 10:00〜 17:00（開館時間中） まんが図書館あさ閲覧室 無料� ☎082（830）3675
プラネタリウム番組「ぴょん太のクイズ！プラネタリウムバラバラ大作戦」※平日
11:00 の回は学習投影の場合有※9月3日まで 平日11:00、土日祝①11:00②14:00 5-Daysこども文化科学館 大人510、高校生・シニア250�☎082（222）5346
リフレタリウム「2023�Spring�Program」（アロマの香りと音楽のプ
ラネタリウム）※6月9日まで 平日13:00、土祝16:00、日曜日投影なし 5-Daysこども文化科学館 高校生以上200� ☎082（222）5346
プラネタリウム番組「星の降る夜に　〜流星群の正体に迫る
〜」※7月17日まで

平日14:00、土日祝13:00※12日から平
日14:00、土日祝①10:00②13:00 5-Daysこども文化科学館 大人510、高校生・シニア250�☎082（222）5346

3日（水・祝）オリジナルアプリ「あさ図鑑」を使ってみよう 9:00〜 12:00 安佐動物公園 大人510、シニア・高校生170（入園料）�☎082（838）1111
あさきたラウンドフィットネス※31日まで（月曜、2日・6日・
7日・11日・12日を除く）※17日＝無料開放日 9:00〜 18:00※最終受付17:00 安佐北区民文化センター大広間 1回300、10回2,000（室内用運動靴持参）�☎082（814）0370

森のクラフトづくり（対象：中学生以下 /保護者同伴可） 9:30〜 14:30 森林公園（雨天の場合中止） 無料（先着200人）� ☎082（899）8241
児童福祉月間事業「だいすきな人へ絵手紙を描こう」（対象：5
歳〜小学生と保護者　15組程度） 10:00 健康科学館 無料（要申込・電話で申込受付）�☎082（246）9100

GＷお楽しみイベント①「フラワーふきあげパイプ作り」（各回当日先着20人）①10:30②13:30（各回開始30分前から受付）郷土資料館 無料（要入館料）� ☎082（253）6771
被爆電車「650型654号路面電車」車内公開※4日・5日・20日も有 ①10:30②13:30 ヌマジ交通ミュージアム 無料� ☎082（878）6211

サイエンスショー「風船でサイエンス」（各回申込先着20人）※6日まで ①11:00②14:00 江波山気象館 無料（要入館料・4/25からHPで申込受付）
☎082（231）0177

ちびっこ教室「ビュンビュンCDこま」（対象：幼児〜小学生と保護者）※5日も有 ①11:00②13:00③14:30 ヌマジ交通ミュージアム 50（各回30分前から整理券配布）�☎082（878）6211
広島弁で語る昔話（対象：小学生とその保護者） 13:00 青少年センター　3階　第3集会室 無料（要申込、先着30人）� ☎5-Daysこども図書館082（221）6755
サイエンスショー「風船で科学」（小学生以下は保護者同伴） ①13:30②15:00（先着順） 5-Daysこども文化科学館 無料� ☎082（222）5346
クレマチス実演会 13:30 植物公園 大人510、高校生・シニア170（入園料）�☎082（922）3600
植物ガイド�※土・日・祝開催 13:30 植物公園 大人510、高校生・シニア170（入園料）�☎082（922）3600
2023年広島憲法集会「マイライフ�マイ憲法」（講演＆憲法
ミュージカル）（講演：志田�陽子） 14:00 県民文化センターホール 大人2,500（2,800）、中高生1,500（1,800）

☎石口法律事務所082（222）0072
4日（木・祝）木の葉探しゲーム（対象：高校生以下（保護者同伴可）） 9:00〜 15:00 森林公園（雨天の場合中止） 無料（先着300人）� ☎082（899）8241

みどりの日・植物園の日記念行事 9:00〜 16:30（入園は16:00まで） 植物公園 入園料無料（駐車場は有料）� ☎082（922）3600
児童福祉月間事業「親子でラジオ体操」（対象：5歳〜小学生と保護者　30人程度） 10:30 健康科学館 無料（要申込・電話で受付）� ☎082（246）9100
GＷお楽しみイベント②「クルクルかざぐるま作り」�（各回当日先着20人） ①10:30②13:30（各回開始30分前から受付）郷土資料館 参加無料（要入館料）� ☎�082（253）6771
たのしい工作室（対象：幼児・小学校低学年とその保護者）※6日・14日も有 ①13:00②14:30（12:30から整理券配布）5-Daysこども文化科学館 30（先着各回20人）� ☎082（222）5346

5日（金・祝）こどもの日イベント　親子体験　映画館バックヤードツアー（対象：小学生以上・親子10組20人） 9:00（予定） 八丁座 無料（要申込）� ☎082（546）1158

GＷお楽しみイベント③「からくりコイのぼり人形作り」�（各回当日先着20人）①10:30②13:30（各回開始30分前から受付）郷土資料館 参加無料（要入館料）� ☎082（253）6771
「広島の上空も飛んだ！100年前のイタリアの複葉機」道原聡トークライブ ①11:00②14:00 エディオン蔦屋家電2Fイベントルーム 無料（要申込）� ☎082（264）6511
安芸戦士メープルカイザーショー ①11:00②14:00 森林公園（雨天の場合中止） 無料� ☎082（899）8241
アリスガーデンパフォーマンス広場AH!�アリスキッズ 13:00 アリスガーデン 無料� ☎セトラひろしま082（545）7611
講演会「牧野富太郎博士の頭のなか〜植物の特徴をまとめるとはどういうことか〜」13:30 植物公園展示資料館2F講堂 無料（先着100人）� ☎082（922）3600
アース・ミュージアム元宇品�地球さんぽ「海辺で探そう」 14:00集合（当日受付・雨天の場合は中止有）元宇品公園�灯台下の浜�集合 100�☎南区役所地域起こし推進課内082（250）8935
こどもの日スペシャル「春の星空音楽会」 16:00 5-Daysこども文化科学館 250、高校生以下無料� ☎082（222）5346

6日（土）ローズフェスティバル※31日まで 9:00〜 16:30（入園は16:00まで） 植物公園 大人510、高校生・シニア170（入園料）�☎082（922）3600
2m26によるワークショップ 10:00〜 16:00 現代美術館�モカモカ（多目的スペース）無料※要事前申込� ☎082（264）1121
連続講座①「贋作に学ぶ」 10:30 頼山陽史跡資料館茶室 無料（要申込・定員15人）� ☎082（298）5051
職員による植物うんちく語り※23日も有 11:00 植物公園 大人510、高校生・シニア170（入園料）�☎082（922）3600
ちびっこ教室「BIGのりものプラバンプレート」（対象：幼児〜
小学生と保護者）※7日も有 ①11:00②13:00③14:30 ヌマジ交通ミュージアム 150（各回30分前から整理券配布）�☎082（878）6211

7日（日）八幡川探鳥会（日本野鳥の会広島県支部） 9:00 みずとりの浜公園東側ベンチ 参加費400（会員は200）�☎日比野090（1356）9315
昔遊び広場 9:00〜 15:00 森林公園（雨天の場合中止） 無料� ☎082（899）8241
モカモカ・ワークショップ※14日・21日・28日も有 10:00〜 16:30（時間中随時） 現代美術館　モカモカ 無料（申込不要）� ☎082（264）1121
サイエンスワークショップ「ふしぎなくるくるビー玉」（各回申込先着9人） ①11:00②14:00 江波山気象館 材料費80（要入館料・4/25からHPで申込受付）�☎082（231）0177
カズキのタネ�presents�kazuki＆Show-hey�DANCE�
WORKSHOP�広島 Class 入門クラス13:00、経験者クラス16:00 TSSテレビ新広島�別館9F�スタジオ 6,000（入門クラスは売切）

☎キャンディー 082（249）8334
虫講座「コガネムシのはなし」（要申込） 13:30 森林公園こんちゅう館 大人510、シニア・高校生170（入館料）4/27締切� ☎082（899）8964
洋ラン講演会 14:00 植物公園 大人510、高校生・シニア170（入園料）�☎082（922）3600
星空ツアー「今夜の星空と『広島隕石20周年〜隕石が語る
地球と太陽系の歴史〜』」※14日・21日も有 日曜日16:00 5-Daysこども文化科学館 大人510、高校生・シニア250�☎082（222）5346

9日（火）街の旅人シリーズ第３弾〜本当に行って良かった日本の世界遺産〜（講師：松田和彦）①11:00②13:00 天然温泉・クアハウス　神田山荘 参加費無料（+入館料）（要予約・定員30人）�☎082（228）7311
11日（木）春の写真教室（カメラ持参 / 荒天の場合中止） 10:00 広島県緑化センター　学習室集合 無料（要予約・先着15人）� ☎082（899）2811

市民法律講座※18日・25日・6月1日・6月8日も有 18:00 広島弁護士会館 無料（事前申込不要）�☎広島弁護士会�082（228）0230
「ジェンダー視点で見る�廣島 /ヒロシマ /広島」
〜「ひろしま女性学研究所」の高雄きくえさんに聞く�vol.2 〜 19:00〜 21:00 ① Social�Book�Cafe ハチドリ舎

②オンライン配信 ①1,500+1ドリンク②1,000� ☎082（576）4368

13日（土）工作教室　「おりがみと紙コップで作ろう！あそぼう！」（対象：小学生（低学年は保護者同伴）） 10:00 安芸区図書館 無料※要申込（先着4組）� ☎082（824）1056
春のバードウォッチング※自由参加・双眼鏡持参 10:00（荒天の場合中止） 広島県緑化センター　学習展示館前集合 無料� ☎082（899）2811
児童福祉月間事業「親子けん玉教室」（対象：5歳〜小学生と保護者 /要申込30人程度）10:30 健康科学館 無料（電話で5/5から申込受付）�☎082（246）9100
あなたの似顔絵を描きます！（似顔絵大集合）（先着15人） 11:00 まんが図書館正面玄関付近 無料（要申込・3日から来館か電話で受付）�☎082（261）0330
サイエンスショー「空気のふしぎ」（各回申込先着8組（1組5人まで）�）※27日・28日も有 ①11:00②14:00 江波山気象館 無料（要入館料・4/25からHPで申込受付）�☎082（231）0177
サイエンスショー「電気の実験ショー」（内容は小学生向け）※14日も有 ①11:30②13:30③14:30 ヌマジ交通ミュージアム 無料� ☎082（878）6211

各 種 イ ベ ン ト

各図書館のおはなし会の予定は、今月号か
らホームページ「カルチャーひろしま」イベ
ント情報（to youひろしまカレンダー）へ
の掲載に変更となりました。開催日や開催
地域で検索できますのでご活用ください。
カルチャーひろしま 検索
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掲載しているイベントは、中止、延期となる場合があります。詳しくは、各イベントの連絡先へお問い合わせください。（4 月 14 日現在）
広島市の施設入館（園）料は、シニア料金は65歳以上で公的証明書（健康保険証、運転免許証など）の提示による年齢確認が必要です。また、高校生料金は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの料金です。土曜日は高校生無料（春夏冬休みを除く）。
ひろしまカレンダーへの情報掲載…行事名、主な内容等、開催日時、会場、料金、主催者名（担当者名）、問い合わせ先を記入の上、表紙右上の宛先に『to you カレンダー係』と書き添えて、郵送・FAX・E メールでお送りください。
締切…情報提供は開催日の前々月の 24 日まで（6 月に開催する催しは 4 月 24 日まで）
◆「ひろしまカレンダー」に掲載している情報は、広島市文化財団のホームページや、広島市の情報サイト「ひろしま情報 a- ネット」でもご覧になれます。（一部を除く）

日 催　し　物 時　間 場　所 料　金※（　）内は当日 連絡先
13日（土）ビジネス相談会（要申込・先着5人） 12:00 ～ 17:00 中央図書館3階セミナー室 無料（1名1時間） ☎082（222）5542

バラ講習会 13:00 植物公園 大人510、シニア 170（入園料） ☎082（922）3600
令和5年度広島工業大学公開講座※27日・6月3日も有 13:00 ～ 16:10 サテライトキャンパスひろしま 無料 ☎広島工業大学　研究・地域連携支援部082（921）4222
G7広島サミットを問う市民のつどい 13:00 ～ 20:00 JMS アステールプラザ中ホール 999 ☎実行委員会／久野090（4740）4608
バックヤードガイド「樹木園ツアー」（要申込） 13:30※雨天時は別メニュー 森林公園こんちゅう館 要入館料（11日申込締切） ☎082（899）8964
サイエンスショー「おもしろ実験アラカルト」（小学生以下は保護者同伴）①13:30②15:00（先着順） 5-Days こども文化科学館 無料 ☎082（222）5346
がんばれカープ！カープミニ新幹線に乗ろう 14:00 安佐動物公園 大人510、シニア 170（入園料） ☎082（838）1111
広島県民文化大学講演会（講師 : 木村盛世） 14:00 広島文化学園 HBG ホール 会員制（入会制） ☎事務局082（249）1200
サミット目前企画！G7 に対して起した私たちのアクションレ
ビュー（出演：カクワカ広島、川崎哲、他） 19:00 ① Social Book Cafe ハチドリ舎

②オンライン配信 無料（店内は要ドリンクオーダー） ☎082（576）4368

14日（日）動物園でエンリッチメント～ライオンにワイルド肉～ 9:00（給餌は 13:15） 安佐動物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料） ☎082（838）1111
けんみん文化祭ひろしま・第10回広島市の祭典※詳細→ P3 9:50 ～ 19:00 JMS アステールプラザ大ホール 無料 ☎実行委員会／池澤082（238）3450
第13回ひろしま遊学の森こども写生大会（対象：小学生以下）10:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　学習室集合 無料※画用紙以外の画材持参 ☎082（899）2811

ネイチャーサイエンス（先着6組（1組5人まで）） ①11:00②14:00 江波山気象館 参加費50（要入館料・4/25 から HP で申込受付）
☎082（231）0177

セッコク実演会 13:30 植物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料）
☎082（922）3600

16日（火）シネマ deトーク（お話 : 蔵本順子） 11:00 福屋別館4階会議室 無料 ☎八丁座082（546）1158

17日（水）コケの観察会（荒天の場合中止） 10:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化セン
ター　学習室集合 無料※ルーペ持参 ☎082（899）2811

18日（木）フラワーアレンジメント～心も晴れやかに～（講師：草月師範　松本真由美）10:45 天然温泉・クアハウス　神田山荘 参加費1,000（+ 入館料）（要予約・定員15人） ☎082（228）7311
20日（土）ハーブ展ギャラリートーク 11:00 植物公園 大人510、シニア 170（入園料） ☎082（922）3600

竹村京「公開修復」※21日も有 11:00 ～ 17:00 現代美術館 A-3展示室 要展覧会チケット、事前予約不要 ☎082（264）1121
あそびのひろば「ラジコン体験」（対象：幼児～小学生と保護者）※21日も有 ①11:30②14:30（各回10分前から整理券配布）ヌマジ交通ミュージアム 無料 ☎082（878）6211
見えづらい“命の水”の危機「沖縄米軍基地周辺の PFAS 汚染
問題を考える」（出演：伊波義安） 19:00 オンライン配信 1,200 ☎ハチドリ舎 082（576）4368

21日（日）ハーブ実演会 11:00 植物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料） ☎082（922）3600
ちびっこ教室「ペーパーパトカー」（対象：幼児～小学生と保護者）①11:00②13:00③14:30 ヌマジ交通ミュージアム 50（各回30分前から整理券配布） ☎082（878）6211

23日（火）子育てをしている女性のための対話サークル（（対象：子育て
を経験している女性） 10:00 ゆいぽーと（広島市男女共同参画推

進センター） 無料（要申込・先着6人 / 無料託児も要申込） ☎082（248）3320
生涯学習教養講座 5月教室～死ぬことが怖くなくなる授業 ⑤

『病気になったら 』（講師 : 作家・日本ペンクラブ会員平塩清種） 13:30 県民文化センター地下1階 1,500 ※当日受付可
☎生涯学習教養講座 事務局070（8972）3309

27日（土）庭木の病虫害教室 10:00 広島県緑化センター　学習室集合 無料（マスク着用） ☎082（899）2811
企画展関連イベントフィールドワーク「新緑の元宇品さんぽ」
（対象：小学生以上 /抽選30人程度） 10:00 元宇品一帯 参加費50（要申込・往復はがき 1日～ 15日必着）

☎郷土資料館082（253）6771
雑誌リサイクル（対象：広島市立図書館の利用登録者）
①1人5冊まで②回数無制限 ①10:30②11:30（各回15分前入場券配布） JMS アステールプラザ 2階多目的

スタジオ
無料（会場内入場の上限20名）

☎中区図書館082（248）9300
ダルマガエル観察会 ①11:00 ②14:00 安佐動物公園 大人510、シニア 170（入園料） ☎082（838）1111
小学生工作教室「よくあがる凧」（対象：小学生1 ～ 6年（小学
4年生以下は保護者同伴が必要）） 13:00 ～ 16:00 ヌマジ交通ミュージアム 300（要申込・往復はがき 17日必着） ☎082（878）6211

ユニセフ講演会　アフリカのスラムに学校を作る　～子どもたちの笑顔、命の輝き～ 13:30 合人社ウェンディひと・まちプラザ北棟5階 研修室 B 無料（要申込・24日まで） ☎広島県ユニセフ協会／高田 082（231）8855
サイエンスショー「身近な科学」（小学生以下は保護者同伴） ①13:30②15:00（先着順） 5-Days こども文化科学館 無料 ☎082（222）5346
余暇活用相談会「よか　楽しびとの会」 14:00 合人社ウェンディひと・まちプラザ 無料 ☎082（545）3911
人材バンク発表会「中国民族舞踊＆少数民族事情」 14:00 合人社ウェンディひと・まちプラザ 無料 ☎082（545）3911

28日（日）「世界カワウソの日」イベント 9:00 安佐動物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料） ☎082（838）1111

ふたばの日定期ガイド（らくらく七福神コース他計5 コース） 10:00 JR 広島駅新幹線口2階ペデストリ
アンデッキ中央 無料・予約不要 ☎東区役所地域起こし推進課082（568）7704

観察会　牧野博士足跡ツアー「芸北のカキツバタ（植物に詳しくなくて
も大丈夫）」（講師 : 芸北トレッキングガイドのみなさんと植物公園職員） 10:00（事前申込制・10日締切） 広島県北広島町 100（保険料など） ☎植物公園082（922）3600

5月の自然探勝（荒天の場合中止） 10:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化セン
ター　学習展示館前集合 無料 ☎082（899）2811

虫さがし「初夏の昆虫」※雨天時は別メニュー（要申込） 10:30 森林公園こんちゅう館 大人510、シニア・高校生170（入館料）（11日申込締切）
☎082（899）8964

お茶会※6月4日・11日も有 10:30 植物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料）、一服400（和菓子付）
☎082（922）3600

ちびっこ教室「ビー玉コースター mini」（対象：幼児～小学生と保護者）①11:00②13:00③14:30 ヌマジ交通ミュージアム 50（各回30分前から整理券配布） ☎082（878）6211

星空ツアー「今夜の星空と『宇宙をさぐる望遠鏡』」※10月15日まで 日曜日16:00 5-Days こども文化科学館 大人510、高校生・シニア 250 ☎082（222）5346

31日（水）松の手入れ（春）（剪定鋏・手鋸持参） 10:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　学習室集合 無料（要予約・先着15人） ☎082（899）2811
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