11月
各 種 イ ベ ン ト
日

催

し

物

1日
（日）植物公園写生大会
（先着 300 人）

時

今月号に掲載しているイベントは、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大を防止す
るため、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。

間

場

所

料

金

連絡先

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

ひろしまはなのわ 2020 スポットイベント
「植物と虫～食べる食べられる」 9:00 ～ 16:30 ※ 3日まで

森林公園こんちゅう館

大人 510、高校生・シニア 170☎ 082（899）8964

広島県緑化センター Instagram フォトコンテスト 2020 秋

9:00 ～ 16:00 ※ 30日まで

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料（インスタグラムへ投稿）

☎ 082（899）2811

もみじ祭り 2020 ～ひろしま はなのわ 2020 ～

9:00 ～ 16:00 ※ 15日まで

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料

☎ 082（899）2811

第 4 回ひろしま遊学の森

9:00 ～ 16:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料

☎ 082（899）2811

四季の移ろい写真コンテスト

9:00 ～ 13:00（受付は 11:00 まで）

ひろしま遊学の森 秋のおでかけキャンペーン スタンプラリー 9:00 ～ 16:00 ※ 15日まで

緑化センター管理事務所前／森林公園管理センター前 無料（両園のスタンプで景品有） ☎ 082（899）2811

もみじ祭りミニイベント
（二胡コンサート・ネイチャーゲームなど）10:00 ～ 15:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 入場無料

☎ 082（899）2811

芸備線おもてなしイベント
（狩留家駅 / 備後庄原駅 / 三次駅 / 向原駅）10:00 ～ 15:00

狩留家集会所、備後庄原駅構内、三好駅前広場、ふるさと交流館やすらぎ 入場自由

☎広島市都市交通部 082（504）2604

360°VR ホラー おうちに行こう※ 12 月 27 日までの土日祝開催

10:00 ～ 20:00

イオンモール広島祇園

大人 1,000、小人 700

マリホ水族館 特別企画展
「げ！テモノ展」

10:00 ～ 17:00

マリホ水族館

大人・シニア 600、小中高幼 300 ☎ 082（942）0001

癒しの生花で作るフラワーアレンジメント
（講師：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（要入館料／要予約・先着20人）☎ 082（228）7311

プラネタリウム番組「ハナビリウム～花火って、なんであるの？～」 11 月＝土・日・祝 11:00 ※ 2021 年 1 月17日まで 5-Days こども文化科学館

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

サイエンスショー ｢びっくり実験大集合！（
」申込各回先着 18 人） ①11:00 ②14:00 ※7日、8日、21日、22日、23日、28日も有 江波山気象館

要入館料（ホームページで申込受付）☎ 082（231）0177

発達障害専門家会議第 5 回シンポジウム「学習障害への気づきと支援」 13:00

県民文化センターホール

999（要事前申込）専門家による会議

女性の政治参画に関する講座～今こそ女性リーダーが必要！～（申込先着40人） 13:30

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料

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

※ 29 日まで
リフレタリウム
「2020 Autumn Program」

平日13:00、土・日・祝 15:00

1101sympo ＠ gmail.com
☎ 082（248）3320

5-Days こども文化科学館

高校生以上 200

おはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者）※ 8日、15日、22日、29日も有 ※毎週日曜日14:00 ※ 3日＝11:00

5-Days こども図書館

無料（開始時刻15分前から整理券配布・先着4組）☎ 082（221）6755

無印良品でのおはなし会
（対象：幼児・小学生とその保護者） 14:00

広島パルコ新館７階「無印良品木育広場」 無料

星空ツアー「今夜の星空と『開館40周年記念 続 星空・宇宙40年のあゆみ』」 11 月＝日曜 16:00 ※ 2 月28日まで

5-Days こども文化科学館

大人 510、高校生・シニア 250☎ 082（222）5346

asazoo& みやじマリン コラボ 2020 スタンプラリー

☎ 5-Days こども図書館 082（221）6755

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（838）1111

広島市立図書館
（13 館）
、他

無料

ひろしま謎解き街歩き

※ 2021 年 3 月31日まで

おりづるタワーとその周辺地区

大人3,200、高校生以下2,800 ☎事務局082（569）6803

10:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料（要予約・先着 20 人）

☎ 082（899）2811

9:00 ～ 16:30（入園は 16：00 まで）

植物公園

入園料無料（駐車料有料）

☎ 082（922）3600

森のオータムフェスタ

9:00 ～ 15:00

森林公園

無料（有料イベントも有）

☎ 082（899）8241

動物の毛皮を見てみよう

10:00

安佐動物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（838）1111

スぺシャルイベントクイズラリー「ごんぎつね」
と学ぶ昔のくらし

10:00 〜 16:00

郷土資料館

無料（文化の日のため入館料無料）☎ 082（253）6771

もみじ祭りミニイベント
（丸太切り体験・草花販売など）

10:00 ～ 15:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 入場無料

2日
（月）松の手入れ 秋
（剪定鋏・手鋸持参）

開園時間中随時※ 2021 年 3 月31日まで

☎ 082（222）5346

令和 2 年度 ひろしま図書館まつり・子ども図書館まつり
「図書館で発見 !」 15日まで

3日（火・祝）開園記念日記念行事

☎中央図書館 082（222）5542

☎ 082（899）2811

※平日 11:00 の回は学習投影の場合有 平日11:00、土・祝 16:00 ※ 13日まで
プラネタリウム番組
「ポラリス」

5-Days こども文化科学館

大人 510、高校生・シニア 250 ☎ 082（222）5346

マンガイラスト教室

13:00

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

無料

10:30

安佐北区民文化センター音楽室 無料（先着 15 人・要申込）

4日
（水）あさきた健康講座 自宅で簡単！筋力アップ運動講座

☎ 0829（40）4005

5日
（木）あなたのキャリアアップ支援セミナー＜第2期＞～いまどきの就職活動～（全3回）14:00 ※ 19日、26日も有（申込先着各回 5 人） ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料（無料託児も要申込）
7日
（土）椅子を使ったリラックスヨガ（持参物：マスク、タオル、飲み物／動きやすい服装で） 10:00

健康科学館

☎ 082（814）0370
☎ 082（248）3320

無料（要申込・1日9:00 から電話で先着10人） ☎082（246）9100

介護を知って豊かな老後の下準備
（申込先着 6 人）

10:00

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料（無料託児も要申込）

☎ 082（248）3320

おはなし会
（対象：幼児・小学生・保護者／当日先着４組）

11:00

東区図書館

無料

☎ 082（262）5522

おはなし会
（対象：幼児から／当日先着９組）

11:00

南区民文化センター 3 階 大広間 無料

☎南区図書館 082（251）1080

サイエンスショー「ユウキ先生の 空気の実験ショー」
（対象：小学生） ① 11:30 ② 13:30 ③ 14:30 ※ 8日も有

ヌマジ交通ミュージアム

たのしい工作室（対象：幼児・小学校低学年と保護者 / 入場制限等有）※15日、23日も有 ① 13:00 ② 14:30（当日9:00 から整理券配布） 5-Days こども文化科学館
文学講座
「三島由紀夫という生き方」
（対象：中学生以上）

13:30 ※マスク持参

工作教室「回転あわせ絵をつくろう！（
」対象：幼児・児童とその保護者／申込先着30人） ① 14:00 ② 15:00
8日
（日）本の交換市

無料（申込不要）

☎ 082（878）6211

30（材料費）※整理券がなくなり次第終了 ☎082（222）5346

安佐北区民文化センター 2階 大会議室 無料（申込先着 30 人）☎安佐北区図書館 082（814）0340
佐伯区民文化センター 2階 会議室 AB 無料

9:30 開場 /12:10 ～ 14:00 フリータイム 安芸区図書館

☎佐伯区図書館 082（921）7560

無料（9:00 から整理券配布）

☎ 082（824）1056

パパとママの育休カフェ＠広島～子どもの食育～（申込先着 10 組） 10:00

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料（無料託児も要申込）

☎ 082（248）3320

第 24 回みどりの集い

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料

☎ 082（899）2811

ストーリーテリングのおはなし会（対象：幼児・小学生・保護者／当日先着４組）11:00

東区図書館

☎ 082（262）5522

おはなしいっぱい - 秋の巻 （対象：幼児・児童とその保護者）11:00
-

佐伯区民文化センター 2 階 大広間 無料（当日先着 15 人）☎佐伯区図書館 082（921）7560

開館 40 周年記念

10:00 ～ 15:00

無料

ジュニアプロジェクト
（自然遊び / 各回先着 30 人）

① 11:00 ② 13:30

植物公園

たね団子を作ろう

① 11:00 ② 13:30

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料 / 自由参加

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600
☎ 082（899）2811

サイエンスショー「身近な科学」
（小学生以下は保護者同伴／人数制限等有） ① 13:30 ② 15:00（当日9:00 から整理券配布） 5-Days こども文化科学館

無料※整理券がなくなり次第終了☎ 082（222）5346

大人のための昆虫講座「外国からやってきた昆虫たち」
（事前申込制） 13:30

森林公園こんちゅう館

大人510、高校生・シニア 170（入館料）☎ 082（899）8964

池谷薫監督解説！中国を知るシリーズ②「文化大革命の傷跡」
（出演：池谷薫） 19:00

ハチドリ舎（定員15人）※オンライン参加可 1,500（店内参加は 1,500+1ドリンク） ☎082（576）4368

10 日
（火）おはなし会
（対象：乳幼児と保護者／当日先着９組）

① 10:30 ② 11:05

南区民文化センター 3 階 大広間 無料

※ 28 日も有
職員による植物うんちくガイド
（先着 50 人）

11:00

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

講座といけばな講習

12:00

旧日本銀行広島支店

無料

10:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料 / 自由参加 カメラ持参

☎ 082（899）2811

東区図書館

☎ 082（262）5522

11 日
（水）秋の写真教室

おひざにだっこのおはなし会（対象：乳幼児と保護者／当日先着４組）                                                                 11:00 ※ 25日も有

☎南区図書館 082（251）1080
伯水會 / 山本 maystudio5454@gmail.com

無料

13 日
（金）読み切り文学講座 第２回 ジェイン・オースティンの「ノーサンガー・アビー」を読む 10:00（対象：高校生以上／申込各回先着 20 人）南区民文化センター 3 階 大会議室 A 無料（要申込）

☎南区図書館 082（251）1080

11 月の自然探勝
（ルーペ持参）

10:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料 / 自由参加

マタニティフェスタ in Hiroshima  Vol.4

① 10:30 ② 13:30

CLiP HIROSHIMA（9日～ 12日オンラインイベント有） 1,000（要申込）WEB https://www.maternityfesta.com/

☎ 082（899）2811

エコライフ実践講座 第二回「家庭ごみの分別・減量・リサイクル」 13:30

マエダハウジング安佐南区民文化センター 無料（要申込・先着20人）☎マエダハウジング安佐南区図書館082（879）5060

シダの学習会
（ルーペ持参）

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料 / 自由参加

13:30

「種子から見える未来と平和」ゲスト：印鑰智哉さん（リモート出演）19:00
14 日
（土）大人向け教室「のし袋の水引作り」
（対象：18 歳以上 / 申込抽選 20 人） 10:00
12

☎ 082（832）3777

☎ 082（899）2811

ハチドリ舎（定員15人）※オンライン参加可 参加無料（店内参加は要ドリンクオーダー）☎082（576）4368
郷土資料館

参加費１人500（1日～ 5日に電話か FAX で受付）☎082（253）6771

2020.11
日

催

し

物

時

間

場

所

料

金

連絡先

14 日
（土）012 才のおはなし会
（対象：乳幼児とその保護者／先着 10 人） 11:00（当日10:30 から整理券配布）※ 26日も有 マエダハウジング安佐南区民文化センター 無料 ☎マエダハウジング安佐南区図書館082（879）5060
おはなし会
（対象：幼児・小学生とその保護者／当日先着４組）11:00 ※ 21日も有

安芸区図書館

無料

☎ 082（824）1056

おはなし会
（対象：幼児・児童とその保護者／当日先着 16 人）11:00 ※ 28日14:00 も有

佐伯区民文化センター 2 階 音楽室 無料

☎佐伯区図書館 082（921）7560

おはなし会

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

11:00

サイエンスワークショップ「金魚のアクアボトル」
（申込各回先着 9 人） ① 11:00 ② 14:00（1日から HP で申込受付） 江波山気象館

無料

福屋でのおはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者）
（雨天中止）11:30

福屋八丁堀本店9階屋上「八丁堀 SORALA」 無料

ビジネス相談会
（1 名 1 時間／申込・先着 5 人）

中央図書館 3 階 セミナー室

12:00

☎ 0829（40）4005

材料費 150（要入館料 / 高校生無料） ☎ 082（231）0177
☎ 5-Days こども図書館 082（221）6755

無料

☎ 082（222）5542

女性のためのお仕事応援セミナー～新しい仕事のヒントを探る～ 13:00

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料（申込先着 5 人）

プラネタリウム番組「ベテルギウスの最期」※平日11:00 の回は学習投影の場合有※2月27日まで 11 月＝平日11:00、土・祝 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

水産振興センター

無料（要申込・メールか往復はがきで 9日必着）☎082（277）6609

響け！ロータリーサウンド（マツダ RX500 および RX-8 の解説とエンジン始動）① 11:00 ② 13:30 ③ 15:00

ヌマジ交通ミュージアム

無料（申込不要）

国際フェスタ 2020

11:30 ～ 16:30

国際会議場、平和記念公園、平和大通緑地帯 無料（要事前申込）

寒蘭実演会
（先着 50 人）

13:30

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎082（922）3600

江波山気象館

参加費 50（要入館料）

17 日
（火）生涯学習教養講座 11月教室『死生観の確立 （
』講師：作家・日本ペンクラブ会員 平塩清種） 10:00

メルパルク広島

1,500（当日受付可）

18 日
（水）三本木山自然探勝

10:00

ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料 / 自由参加

19 日
（木）乳幼児のおはなし会
（対象 : 乳幼児と保護者）
※マスク持参

① 10:30 ② 11:00（当日10:00 ～整理券配布） 安佐北区図書館おはなしのへや 無料（各回先着 4 組）

15 日
（日）海辺の教室「刺し網から魚をはずす体験」
（対象：小学 3 ～ 6 年生と保護者） 10:00

ネイチャーサイエンス「江波山で深まる秋を感じよう！（
」申込先着 15 人） 14:00（1日からＨＰで申込受付）

20 日
（金）えほんとわらべうた
（対象：乳幼児と保護者／当日先着６組） 11:00
もみじまつり
（予定）

※ 29日まで

21 日
（土）ストーリーテリングのおはなし会（対象：幼児から／当日先着 9 組）11:00
おはなし会
（対象：幼児・小学生／先着 10 人）

11:00（当日10:30 から整理券配布）

おはなしワールド
（対象：幼児・児童と保護者／当日先着６組）14:00

JMS アステールプラザ 4 階 大広間 無料
縮景園

☎ 082（248）3312

☎ 082（878）6211
internat@pcf.city.hiroshima.jp
☎ 082（231）0177
☎事務局 082（546）9066
☎ 082（899）2811
☎ 082（814）0340

☎中区図書館 082（248）9300

一般 260、高・大学生 150、他 ☎ 082（221）3620

南区民文化センター 3 階 大広間 無料

☎南区図書館 082（251）1080

マエダハウジング安佐南区民文化センター 無料 ☎マエダハウジング安佐南区図書館 082（879）5060
JMS アステールプラザ 4 階 大広間 無料

☎中区図書館 082（248）9300

※ 22 日も有
おはなし会
（対象 : 幼児・小学生と保護者）

14:00（当日13:30 ～整理券配布）※マスク持参 安佐北区図書館おはなしのへや 無料（各回先着 4 組）

余暇活用相談会
「あそびカフェ」
（お話と相談）

14:00

合人社ウェンディひと・まちプラザ 無料（要申込）

ひろしまドリミネーション 2020

17:30 ～ 22:30 ※ 12 月27日まで

平和大通り南北緑地帯、ほか

無料

☎事務局 082（554）1813

22 日
（日）講演会
「阿川弘之さんと広島ゆかりの作家たち」
（申込先着 30 人） 10:00

☎ 082（814）0340
☎ 082（545）3911

中央図書館 3 階 セミナー室

無料

☎ 082（222）5542

たてものフロッタージュ大作戦 あつめよう 2（対象：小学生以上／各回15人）① 10:00 ② 14:00

現代美術館

無料（要申込・6日必着）

☎ 082（264）1121

※ 23 日も有
木の実・落ち葉で遊ぼう！（事前申込制）

森林公園こんちゅう館

大人510、高校生・シニア 170（入館料）☎082（899）8964

オンライン zoom 開催

1,500（3日前までに要申込）☎ヒッポファミリークラブ西日本0120（557）761

① 10:00 ② 13:00

子育てを楽しむパパ・ママへ 東京大学教授が語る「脳から考えることばの育て方」 10:00
サイエンスショー「すごいぞ！磁石」
（人数制限等有）

① 13:30 ② 15:00（当日9:00 から整理券配布） 5-Days こども文化科学館

無料※整理券がなくなり次第終了 ☎ 082（222）5346

クリスマスリース作り講習会
（申込抽選 30 人）

13:30

材料費1,500（要入園料）
（申込5日締切）☎082（922）3600

池谷薫監督解説！中国を知るシリーズ③「蟻の兵隊」
（出演：池谷薫）19:00
23日（月・祝）整枝・剪定講座
（剪定鋏・手鋸持参）

10:00

植物公園

ハチドリ舎（定員15人）※オンライン参加可 1,500（店内参加は 1,500+1ドリンク）☎082（576）4368
ひろしま遊学の森 広島県緑化センター 無料（要予約・先着 20 人／見学不可）☎ 082（899）2811

24 日
（火）子育てのグループカウンセリング
（対象：女性／申込先着 6 人） 10:00

ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 無料（無料託児も要申込）

25 日
（水）乳幼児向けおはなし会（対象：乳幼児とその保護者／当日先着各 8 組）① 10:30 ② 11:10

佐伯区民文化センター 2 階 大広間 無料

26 日
（木）BOOK-KIDS

佐伯区図書館湯来河野閲覧室

10:00

☎ 082（248）3320

☎佐伯区図書館 082（921）7560

無料

☎ 0829（40）4005

大広間 無料

☎安芸区図書館 082（824）1056

乳幼児のおはなし会（対象：乳幼児とその保護者など／当日各回先着 10 組）① 10:30 ② 11:05

安芸区民文化センター

腸内細菌と免疫の関係を知ろう
（持参物：マスク）

健康科学館

無料（要申込・1日9：00 から電話で先着15人）☎082（246）9100

植物公園

大人510、高校生・シニア 170（入園料）☎ 082（922）3600

かつべん
（活弁）
ワークショップ～声優体験してみませんか？～ 10:00 ～ 15:00 ※詳細→ P5

映像文化ライブラリー

無料（要申込）

☎ 082（223）3525

ワークショップ
「お花紙でいろんな花をつくってみよう！」

10:00（対象：小学生とその保護者）

安芸区図書館

無料（申込先着 4 組）

☎ 082（824）1056

ドライバーズビジョン
（視機能診断機体験）

① 10:00 ② 13:30

ヌマジ交通ミュージアム

無料（申込不要）

☎ 082（878）6211

おはなし会
（対象：幼児・小学生）

11:00

コジマホールディングス西区図書館 無料（当日先着4組／開始15分前から整理券を配布）☎ 082（234）1970

13:30

※ 28 日〜 12 月 20 日の土・日開催 9:00 ～ 20:00
28 日
（土）花と光のページェント
（夜間開園）
（入園は 19:30 まで）

親子教室
「絵手紙で年賀状作り」
（対象：小学生とその保護者）13:00（抽選 10 組 20 名程度）

郷土資料館

文学講座「熊谷氏と中世の太田川」
（対象：中学生以上 / 申込先着 30 人）13:30 ※マスク持参

安佐北区民文化センター 2階 大会議室 無料（1日9:00 から申込受付）☎安佐北区図書館082（814）0340

大人のための図書館セミナー「カープはなぜコイなのか」～鯉城から探るネーミングの歴史 14:00（申込先着 30 人）

JMS アステールプラザ 4階 大会議室 無料（要申込・1日9:00 から受付）☎中区図書館082（248）9300

人材バンク発表会
「健康体操・ストレッチ 」
29 日
（日）アース・ミュージアム元宇品

14:00

地球さんぽ
「めずらしい植物」 9:50 集合（雨天＝中止の場合有）

参加費１人250（要申込・1日～ 5日に電話か FAX で受付）☎082（253）6771

合人社ウェンディひと・まちプラザ 無料（要申込）

☎ 082（545）3911

グランドプリンスホテル広島 駐車場入り口付近 100☎南区役所地域起こし推進課内 082（250）8935

空の探検家「武田康男」
トークショー（申込抽選 50 人）※詳細→ P16 11:00

江波山気象館

就労・復職支援講座（対象：再就職を目指している女性／申込先着 20 人）13:00

① Zoom によるオンライン受講②ゆいぽーと 無料（②無料託児は要申込）

要入館料（HP または往復はがきで 20日必着） ☎082（231）0177
☎ 082（248）3320

催し物は変更等がある場合がありますので、事前にお問い合わせください。
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（1 月に開催する催しは 11 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）

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
13

