
No.469　令和5年3月25日発行

4 2023月Take Free

企画事業課

to you 専用Eメール to-you@cf.city.hiroshima.jp
https://artscouncil-hiroshima.jp/

カルチャーひろしま

文学には今を生きる、
あるいは生きてきた人、
たくさんの人の声がある。
広島市出身の歌人であり、人気作家の東

直子さん。講演会を前に、故郷や文学に

ついての思いを伺いました。

■広島のここが好き
　海があって、広い川があって、街中では路面電
車が走っている、のびやかで懐かしさのある景
色は心が落ち着きます。一方、味わいと熱さを感
じさせる広島弁の会話は情感たっぷりで心をか
きたてられます。原爆という大きな痛みから再生
した街としてのいたわりとやさしさが、根底に流
れていると感じます。
　そして、平清盛がグローバルな夢の拠り所に
した歴史性にも心惹かれるものがあります。
　さらに、牡蠣やお好み焼きといった美味しい
食べ物の数々もたいへん魅力的です。

■紙とデジタルの使い分け
　最初は、紙に鉛筆を走らせて創作していたの
ですが、1990年ごろからワープロを、1995年ご
ろからパソコンを使って創作するようになりま
した。特に小説など長いものを書くときはパソコ
ンが必須ですね。
　メモを取るのは今でも紙が多いですが、ス
マートフォンを常用するようになった７年ぐら
い前からは、スマートフォンのメモ機能も併用し
ています。
　読書は今でももっぱら紙の本です。子どもの
ときから親しんできた紙の本に愛着があります。
工夫をこらしたデザインや手触りが心地よく、目
にもやさしく、気まぐれにページをめくるときの
実感は、かけがいのないものだと思います。
　一方、電子書籍は主に資料検索などに使いま
す。場所を取らずに大量の資料も持ち運べるの
はとても助かります。

■現代における文学の役割
　文学は、いつの時代でも、現実を客観化する役
割があると思います。過去の時代、現在、未来、そ
れぞれの時間で起こったこと、あるいは起こりそ
うなことを考察することから、個人個人が今生き
ている意味も見出せるような気がします。
　さらに、いつか消えてしまう命の営みの痕跡を、
次の時代に残す役割もあると思います。短歌は
短い詩形なので、多くの人が作品を残せる可能
性があります。ともすると歴史の中ですっかり消
えてしまうかもしれない人々の心の声を残せる
文学の一つだと考えています。
　今を生きる人の、あるいは生きてきた人の、た
くさんの人の声に耳を傾けることが文学に関わ
る者としての使命の一つだと思っています。

旧安佐郡安佐町（現・広島市安佐北区）生まれ。1996年短歌連作「草かんむりの訪問者」で第7
回歌壇賞を受賞。2016年に小説『いとの森の家』で第31回坪田譲治文学賞を受賞。2020年8
月より中国新聞「中国歌壇」選者。2009年1月より中国新聞にフォトエッセイ「言丿葉丿箱」を
連載中。歌集に『春原さんのリコーダー』など。

東 直子東 直子ささんん  　（ひがし・なおこ）歌人・作家　（ひがし・なおこ）歌人・作家

　　
　
2023年に開館40周年を迎える安佐北区図書館では、さまざまな記念イベン
トを予定。5月は広島市安佐北区出身の歌人・作家、東直子さんの記念講演会
を開催。作品や、本・図書館、地元への思いなどについてお話しいただきます。

文学講座「東直子氏講演会　一緒に生きる」※要申込講演会

時／５月13日（土）13：30 ～ 15：30
会／安佐北区民文化センター 2階大会議室
料／無料
対象：一般（高齢者いきいき活動ポイント対象事業）
申込：来館・電話・ファックス・広島市立図書館ホームページで受付。
　　　先着70名
　　　※4月15日（土）9：00 ～受付開始
問・申込先／安佐北区図書館　TEL.082-814-0340　FAX.082-814-0604
https://www.library.city.hiroshima.jp/
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《西伊豆木負》1937（昭和12）
年6月　渡邊木版美術画舗蔵

映像

　大正から昭和期にかけて活躍した木版画家・川瀬巴
水（1883 〜 1957）。全国を旅しながら、四季折々の
風景や人々の暮らしを版画に残し、「新版画」のジャン
ルを牽引した。そんな川瀬巴水の画家としての生涯を、
版画制作初期から関東大震災が起きるまで、震災後か
ら戦時中まで、太平洋戦争末期から戦後の3章に分け
て紹介。連作を楽しめる貴重な機会。

時／4月11日（火）〜6月11日（日）
　　9：00〜17：00
　　※金曜は20：00まで、初日は10：00〜
会／広島県立美術館
料／一般1,400円、高・大学生1,000円
　　小・中学生700円
問／広島県立美術館
　　TEL.082-221-6246
詳しくは Web 広島県立美術館 検索

川瀬巴水 旅と郷愁の風景
日本の美しい風景を版画で。

　ギタリストの佐藤紀雄さんが、広島ゆかりのアーティ
スト20人と共演。ピアノ、ギター、フルート、ヴァイオ
リン、声楽など、多彩な共演を楽しめる。プログラムは
シューベルトの「ピアノ五重奏〈ます〉」のほか、広島在住
の作曲家による作品、このコンサートのための委嘱作品
など。ギターとさまざまな楽器が、様式、世代を超えて「壁
のない」音楽を届ける。

時／ 5月4日（木・祝）15：30 〜
会／東区民文化センター スタジオ1
料／一般3,000円、学生2,000円
問／事務局
　　TEL.090-1338-1881
　　 sako-mb@hotmail.com

　広島・愛媛の劇作家3人が書き下ろした3作品を上
演。共通テーマは「10年ぶりの再会と謝罪」。愛媛の劇
団「Unit out」の川村明恵さんは、学校を舞台にした「朝
にまぼろし」。2016年に旗揚げした広島の「劇団たわ
けもの」川村祥太さんは、失った友情を描く「報復」。愛
媛の井上志保さんは、大人の恋「間の悪い男」。個性豊か
な3作を楽しんで。

時／ 4月29日（土・祝）18：00 〜
　　　　 30日（日）13：00 〜、16：00 〜
会／ YO-HAKU
　　（中区小町3-1サンライズ小町2F）
料／一般2,000円、高校生以下無料（予約可）
問／川村
　　 tawakenoshibai@gmail.com

広島映画サークル 第435回例会 ワン・セカンド 永遠の24フレーム
激動の中国を舞台に描く映画愛。

　広島の映画愛好家達が、皆で楽しみたい珠玉の1作
を上映する恒例の会。今回は、北京冬季五輪の開閉会式
で総監督を務めたチャン・イーモウ監督の作品。舞台
は文化大革命中の1969年。政治犯として収容された
男は、自分の娘が1秒だけ映画に写っている話を聞き
つけ、収容施設を脱走。上映会場へと向かう。巨匠チャ
ン・イーモウが、映画への大きな思いを描いた作品。

壁のない無限教室コンサートin広島 vol.2
ギタリスト＆20人の多彩な共演！

時／ 4月9日（日）11：00 〜、14：00 〜
会／県立美術館 地下講堂
料／一般1,500円
　　シニア・大学生・障がい者1,300円
　　小・中・高校生500円
問／広島映画サークル協議会
　　TEL.070-2228-7513
詳しくは Web 広島映画サークル 検索

短編演劇アンソロジー 花疲れ
「再会と謝罪」を3作家が表現。

音楽

　日本でただ一人のオルゴール作曲家と言われる橋本勇
夫さん。近年のコロナ禍や戦争などに胸を痛め「人々を励
まし癒やしたい」と再びオルゴール曲を制作。大手レコー
ド会社からCDを発売した。コンサートではCDに収録し
たオルゴール曲を披露。円盤オルゴールの迫力のある音
色をホールで楽しめる。さらにギターソロやチェロとの
デュオ曲、唱歌のコーナーなども。

時／ 4月22日（土）16：30 〜
会／広島県民文化センター ホール
料／一般2,500円、学生1,000円
　　※当日券は各＋300円
　　エディオン広島本店、グリムで発売中
問／グリム　TEL.082-221-4976
詳しくは Web グリム　広島 検索

橋本勇夫オリジナル平和祈念コンサート
円盤オルゴールの音色をホールで。音楽

美術
展示

演劇
演芸
舞踊

読者プレゼント（P.15に詳細）

読者プレゼント（P.15に詳細）
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『小生物音楽大全
  small CREATURES

～音楽の鳥獣戯画』
ペトリ・クメラ
￥オープン価格
CD発売中
発売元：ワオンレコード
販売：株式会社キング
　　　インターナショナル

広島サミット県民会議ロゴ

～おうちで楽しむ～　私のおすすめ! CD♥

ペトリ・クメラ（1974 〜）は、フィンランドを代表するギタリスト。多

才かつ創造的な演奏活動で知られています。『小生物音楽大全』はフィ

ンランドで多くの賞を受賞しました。このCDはクメラがコラボレー

ションをしてきた作曲家により提供された、小さな動物や昆虫を描いた

作品35曲が収められています。愉快、生真面目、超絶技巧、無秩序、瞑想

的、驚かされるようなものまで、さまざまな性格の音楽スタイルで作曲

された小品集です。可愛い小生物のイラストが掲載されたオリジナルの

ブックレットが付属されているので、聴きながらイメージすることがで

きます。まるで絵本を読んでいるかのようなCDです。2018年に来日

の際、広島のコンサートでこの小品集が演奏されました。ギターの特殊

奏法を効果的に使用し、小生物を表現した演奏技術と豊かな音楽性に感

銘を受けました。私にとって生涯忘れられない公演となりました。

ギターで小動物や昆虫を表現したユニークな小品集
藤井康生さんおすすめの1枚『小生物音楽大全  small CREATURES ～音楽の鳥獣戯画』 

藤井康生さん
ギタリスト。エリザベト
音楽大学、広島文化学園
大学（学芸学部）非常勤講
師。藤井音楽教室を主宰。
5月4日（木・祝）「壁のな
い無限教室コンサート in 
広 島 Ver.2」（15：30 〜
東区民文化センタースタ
ジオ１）に出演。

G7広島サミットを応援する取組・協賛の応募期限を 1か月延長しました！
　G7広島サミットの開催に向けて、応援する取組等について多くの
ご応募をいただき、誠にありがとうございます。
　「まだまだ参加したい」という多くの皆さまからのお声に応えるた
め、応募期限を1か月延長いたしました。
　引き続き、皆さまからのご応募をお待ちしております。
　応募方法・ロゴ使用申請方法など、詳しくは「広島サミット県民会議」
のホームページをご覧ください。
詳しくは Web 広島サミット県民会議 検索

応募期限：4月30日（日）
広島サミット県民会議事務局 事業推進課　☎082-225-8189

 jigyo@hiroshima-summit2023.jp

マツダ・ボンゴでイランを走る（1971年）

展示

展示

　世界中のコガネムシを楽しめる初めての企画。人気
ゲームにも登場する、世界でもっとも重い昆虫の一つ
ゴライアスオオツノハナムグリ、美しいプラチナコガ
ネは実物を標本で紹介。そのほかカナブンやカブトム
シの生体を15種程度展示する。さらに生態や体のつく
りを紹介するパネル展示、動画の上映もあり。昆虫が好
きな子どもはもちろん、大人も一緒に楽しめそう。

時／4月22日（土）～5月7日（日）9：00～16：30
　　※入園は16：00まで
　　※水曜休館（ただし5月3日は開館）
会／広島市森林公園 こんちゅう館
料／入館料一般510円
　　高校生・65歳以上170円
問／こんちゅう館　TEL.082-899-8964
詳しくは Web 広島市森林公園こんちゅう館 検索

コガネムシの世界
身近なコガネムシから世界の貴重種まで！

　広島大学考古学研究室が1971年から始めた、イラ
ン北部への踏査・発掘調査。調査隊発足50年を記念
し、研究のあゆみと成果を報告する。イランの彩文土器
や、調査方法、使用道具などを紹介。当時の風景や、調査
の困難などに思いを馳せて。トーク会も開催。古瀬清秀

（広島大学名誉教授）･有松唯･桑島秀樹（広島大学人間
社会科学研究科）が古今の調査について語る。

時／ 4月25日（火）～ 30日（日）
　　11：00 ～ 20：00
　　※最終日は13：00まで
　　トーク会は4月29日（土・祝）
　　17：30 ～ 19：00
会／ギャラリー G　料／入場無料
問／ギャラリー G
　　TEL.082-211-3260
詳しくは Web ギャラリーG 検索

広島大学イラン学術調査隊50周年記念展 ペルシア踏査1971
調査の困難を資料で回顧。

プラチナ
コガネの
一種

詳細→P2
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料 全席自由　500円※未就学児の膝上鑑賞は無料
問 東区民文化センター　TEL.082-264-5551

映像
特集 佐藤忠男のベスト・ワン
映画評論家・佐藤忠男氏の審美眼を通した秀作を紹介
　昨年逝去された佐藤忠男さん

を偲び、『キネマ旬報』ベスト・テンで、氏が
各年のベスト・ワンに選んだ作品を特集し
ます。
上映作品：『エロス＋虐殺』（吉田喜重監督）
　　　　　『少年』（大島渚監督）
　　　　　『青春の殺人者』
　　　　　（長谷川和彦監督）など
時 4月1日（土）～ 4月30日（日）

※詳細はひろしまカレンダー面参照
会 映像文化ライブラリー 2Fホール
料 大人510円、シニア（65歳以上）・高校生250円

22日は大人380円、シニア180円
小中学生と8日、15日、22日の高校生は無料

問 映像文化ライブラリー　TEL.082-223-3525

展示
「第25回おもしろその年まんが大賞」入賞作品展
2022年を入賞作品で振り返ろう！
　ロシアのウクライナ侵攻や

サッカーワールドカップなどさまざまなこ
とがあった2022年。今回もたくさんのご応
募のなかから、入賞した11作品をまんが図
書館にて展示します。その年をユーモアたっ
ぷりに表現した作品をぜひご覧ください！
時 開催中～ 5月7日（日）　休 月曜日、3/22（水）、3/31（金）
会 まんが図書館　料 無料　問 まんが図書館　TEL.082-261-0330

各種
イベント

令和5年度子ども読書まつり
本はともだち！
　期間中、広島市立図書館各館・

閲覧室で、クイズ、ぬりえ、おはなし会、本の
展示などのイベントを開催します。クイズに
参加したり、ぬりえをしたりすると、景品が
もらえるよ！
時 4月15日（土）～ 5月14日（日）
休 月曜日、5/2（火）、5/9（火）
会 広島市立図書館（全13館で開催）
料 無料
問 5-Daysこども図書館　TEL.082-221-6755

安佐動物公園で｢鹿角ストラップづくり｣
本物の鹿の角を使ってアクセサリーを作ろう！
　鹿の角を使って、縄文風のストラップを作ります。
併せて、人と動物が関わってきた歴史も紹介します。
時 4月29日（土・祝）9：00 ～ 15：00

（材料がなくなり次第終了）
会 安佐動物公園

野外ステージ（安佐北区安佐町大字動物園）
料  参加無料（要入園料）

来園者（1人につき１回）。先着1,000人。
問 安佐動物公園　TEL.082-838-1111

音楽
オンリーチェンバーミュージック20周年音楽祭
広響メンバーによる室内楽の3日間
　広響の首席チェロ奏者マーティン・ス

タンツェライトが2003年に始めた室内楽コンサー
トシリ―ズ。今回は広響のコンサートマスター三上
亮氏、首席ホルン奏者山岸博氏などの広響メンバー
を中心に、室内楽祭を開催します！
時 4月1日（土）17：00 ～、4月5日（水）18：30 ～

※このほか4月9日（日）14:00 ～も有
会 JMSアステールプラザ オーケストラ等練習場
料 全席自由　一般3,000円、学生2,000円
問 オンリーチェンバーミュージック　TEL.082-557-2395

ocmhiroshima@gmail.com

下野竜也による楽曲分析コンサート
〜 2023年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲編〜
下野竜也・広島ウインドオーケストラによる「音楽づくり」を
是非体験してください！
　広島ウインドオーケストラは下野竜也音
楽監督が解説しながら楽曲を分析するコン
サートを行います！ 下野監督の鋭い楽曲分
析は、オーケストラメンバーも目からウロコ
の連続！ 曲目は「2023年度全日本吹奏楽
コンクール課題曲 全曲」。音楽づくりの醍醐
味を最初から最後まで味わえ、音楽に興味のある方ならどなたでも楽
しんでもらえる企画です！
時 4月16日（日）13：00 ～　会 JMSアステールプラザ 中ホール
料 全席自由　一般2,000円、大学生以下1,000円（当日券は各500円増）
問 広島ウインドオーケストラ　TEL.080-1647-5951

お気軽　昼コンサート　ひのっ子名曲コンサート
午後のひと時、日常から少し離れて素敵な時間を
過ごしてみませんか？
　第1部では、広島で活躍する音楽家たちひのっ子
の歌姫による歌の贈り物を、第2部では、NHK交響
楽団メンバーをゲストにお迎えし名曲の数々をお届
けします。
曲目：日本の歌メドレー
　　　オペラ「ラクメ」より『花の二重唱』
　　　「坂本九メドレー」
　　　「フルートとヴァイオリンのための二重奏曲第一楽章」　ほか
時 5月11日（木）14：00 ～　会 東区民文化センター ホール
料 全席自由　2,000円（前売・当日共）
問 東区民文化センター　TEL.082-264-5551

お気軽　昼コンサート　「歌のティータイム」
午後のひと時、紅茶でくつろぐように歌でくつろぎませんか？
　なつかしの歌謡曲からクラシックまで、色々な香
りの歌を聴い聴いて、ほっとくつろぐ歌のティータ
イム。
出演：くにし珠萌（ソプラノ）、髙嶋圭子（ピアノ）
プログラム：こんにちは赤ちゃん、バラが咲いた
　　　　　　野薔薇　ほか
時 5月30日（火）13：30 ～
会 東区民文化センター スタジオ１

コンサートの様子

読者プレゼント
（P.15に詳細）

『伽倻子のために』
Ⓒ劇団ひまわり映画製作事務所

令和4年度の子ども読書まつり
のイベントの様子

「鹿角ストラップ」見本

前回の入賞作品展風景

（公財）広島市文化財団主催 文化イベント
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事業名 内容・対象 日時 会場 料金・申込み方法 問い合わせ

うれしい特典がいっぱい！
オペラ友の会
会員募集

ひろしまオペラ・音楽推進委員会では、令和
５年度オペラ友の会の会員を募集していま
す。会員になると公演チケットをお得に入手
でき、「to you」が毎月届くなどうれしい特
典がいっぱい！

会員期間：
2023年4月１日（土）

～ 2024年3月31日（日）
（期間中随時受付）

年会費：2,000円（定員100人）
申込：所定の申込用紙に必要事項を記入し、同委
員会（JMSアステールプラザ内）へ。申込用紙は
HPでダウンロード可。

ひろしまオペラ・
音楽推進委員会
TEL.082-244-8000
FAX.082-246-5808
アステールプラザ 検索

打楽器ワークショップ
受講生募集

吹奏楽部で打楽器を担当している中高生を
対象としたワークショップ。基礎練習法から
実践的なアンサンブルまで、経験年別のグ
ループでレッスンします。最終日には講師と
受講生が出演する演奏会があります。

5月3日（水・祝）
～ 5日（金・祝）

10：00 ～ 16：00
※全体合奏で鍵盤楽器を希望
する方は17：00まで

安芸区民
文化センター
ホールほか

受講料：3日通し3,000円、1日のみ1,500円
申込：所定の申込用紙に必要事項を記入し、安芸
区民文化センター 1F事務室へ。FAXまたはホー
ムページでも受付可。
締切：4月25日（火）必着

安芸区民文化センター
TEL.082-824-1330
FAX.082-824-1337

安芸区民文化センター 検索
ピアニスト 菅原望氏による
ピアノ公開レッスン
受講生/聴講生募集

期待の若手ピアニスト菅原望氏から、直接ピ
アノを学べるチャンス！ 発表会・受験やコ
ンクールに向けて、ステップアップを目指し
ませんか？この貴重な機会をどうぞお見逃
しなく！
受講資格：小学1年生～大学生
演奏曲：選曲自由（2曲まで）　

5月27日（土）・28日（日）
10：00 ～ 17：30
◎18枠×2日間（全36枠）

安芸区民
文化センター
ホール

受講料：3,000円（20分/人）
聴講料：一般1,000円　中学生以下500円
申込：募集要項の別紙「申込書」に必要事項を記入
し、受講料/聴講料を添えて、直接同センターへ。

（先着順・小学5年生以上は1人2枠まで申込可）
受講は4月15日（土）9：30 ～受付開始

「アステールプラザの
演劇学校」
2023年度　受講生募集

“演劇”を、より体系的・実践的に、長期スパ
ンで学べる場として開校。第一線で活躍する
プロを招き、“演劇”の在り方を模索し、研鑽
を積みます。

［一般教養プログラム］［専門（俳優／劇作家）
コース］あり。
対象：高校生以上

［一般教養］5 ～ 7月
［俳優コース］6、7月
※予定

［劇作家コース］9 ～ 12月

JMS
アステール
プラザ
諸室

受講料：
［一般教養］1コマ（1,500円）から受講可。
［専門コース］10,000円～ 25,000円
申込：所定の申込書に必要事項を記入し、郵送、持
参、FAX、電子メールのいずれかで提出。
※詳細はホームページ等をご確認ください。

JMSアステールプラザ
〒730-0812
中区加古町4-17
TEL.082-244-8000
FAX.082-246-5808
naka-cs@cf.city.
hiroshima.jp

アステールプラザ 検索演劇引力廣島
第20回プロデュース公演
キャスト・スタッフ募集

第66回岸田國士戯曲賞受賞作家の福名理
穂（広島出身）を作・演出に迎え、来年2月の
上演に向けて、キャスト・スタッフを募集し
ます。今夏オーディション開催！ 奮ってご
応募ください。
対象：18歳以上

オーディション
6月30日（金）
7月1日（土）・2日（日）

JMS
アステール
プラザ

参加費：無料
申込：所定の申込書に必要事項を記入し、JMS
アステールプラザまで、郵送、持参、FAX、E メー
ルのいずれかで応募。
締切：5月31日（水）必着

威風堂々クラシック in 
Hiroshima出演者募集
①広島心音オーケストラ団員
②ソリスト・アンサンブル奏者

9月23日（土・祝）、24日（日）に開催の指
揮者・大植英次氏プロデュースによる音楽
イベントの出演者を募集します。
対象：楽器の手配・運搬が可能（ピアノは除
く）な中学生から25歳まで。併せて①は練
習に参加できる人、②は広島県在住または出
身。

①先着100名程度
5月から9月24日（日）の本
番まで練習有。
②オーディション
6月2日（金）予定

JMS
アステール
プラザほか

参加費：①②演奏謝礼なし。練習及び公演の本番
にかかる経費（交通費、宿泊費、食費）は自己負担。
申込：①HPの応募フォームに必要事項を記入の
うえ、4月30日（日）締切。
②HPから所定の申込書をダウンロードし、必要
事項を記入のうえ5月19日（金）必着【持参の場
合は月～金（祝日を除く）9 ～ 17時】

威風堂々クラシック
in Hiroshima
実行委員会事務局
TEL.082-244-0750
FAX.082-245-0246
威風堂々クラシック 検索

事業名 内容 日時 会場 料金 問い合わせ

話芸に親しむ
パート135

広島演芸協会所属の落語家たちが贈る大爆
笑ステージです。乞うご期待！

5月27日（土）
14：00 ～

南区民
文化センター
スタジオ

全席自由　700円（当日1,000円）
※4月27日（木）より、南区民文化センターのホー
ムページまたは電話にて予約受付開始。

南区民文化センター
TEL.082-251-4120

南区民文化センター 検索

音楽の花束＜春＞
広響名曲コンサート

指揮に鈴木秀美、ソリストにピアノの小林海
都を迎えて、チャイコフスキーの「ピアノ協
奏曲第1番」、ベートーヴェンの「交響曲第6
番『田園』」をお送りします。
管弦楽：広島交響楽団

5月28日（日）
15：00 ～

広島国際会議場
フェニックス
ホール

S席4,300円（ペア6,500円）
A席3,300円
B席2,300円（学生1,500円）
発売中

広島交響楽団
TEL.082-532-3080

（公財）広島市文化財団主催 文化イベント 【お知らせ】 ●本財団では平成30年7月豪雨災害など、被災者に対する義援金のための募金箱を設置しています。皆様のご協力をお願いいたします。
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4月

日 催　し　物 開始
時間 場　所 料　金※（　）内は当日 連　絡　先

1日（土）オイレンルンデ発表会 10:00 東区民文化センタースタジオ 1 無料 土井 koyukesuzuki@yahoo.co.jp
夢物語 ライブ（ゲスト：谷本貴義） 12:30 LIVE JUKE 4,000（ドリンク別） ☎ 082（249）1930
広島県立祇園北高等学校吹奏楽部　第32回定期演奏会 16:00 マエダハウジング安佐南区民文化センターホール 無料 ☎ 祇園北高等学校吹奏楽部（淵本） 082（875）4607
ASKA コンサート 17:00 広島文化学園 HBG ホール 10,900 ☎ 夢番地 082（249）3571
オンリーチェンバーミュージック 20周年音楽祭
※5日18:30、9日14:00 も有※詳細→ P4 17:00 JMS アステールプラザオーケストラ

等練習場 一般3,000、学生2,000 ☎ オンリー・チェンバー・ミュージック 082（557）2395

小山卓治 ライブ 17:30 OTIS! 4,000（4,500）（ドリンク付） ☎ 082（249）3885
GANG PARADE ライブ 17:30 BLUE LIVE 4,500（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
Lenny code fiction ライブ 18:00 セカンド・クラッチ 4,000（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334
セシリアあきコーラス Spring Concert 18:45 東区民文化センタースタジオ 1 1,000 ☎ セシリアあきコーラス／中井 082（854）0767

2日（日）「水の都ひろしま」春の水辺のコンサート
※8日、16日、22日も有（9日、29日予備日） 12:00 元安川 親水テラス 無料 ☎ 広島市観光政策部おもてなし推進担当

082（504）2676
広島市立広島中等教育学校吹奏楽部　定期演奏会 13:00 安佐北区民文化センターホール 無料 ☎ 広島中等教育学校吹奏楽部 082（818）0776
レクイエム・プロジェクト広島2023 春※13:45 も有 13:00 平和記念公園内（時計塔の近く） 無料 ☎ 上田080（5181）6692
レミエコンサート 2023 13:30 佐伯区民文化センターホール 無料 ☎ 黒田082（921）6779

Devil ANTHEM. ライブ 15:00 クラブクアトロ S チケット10,000、A チケット5,000、
B チケット 2,500（ドリンク別） ☎ 082（542）2280

直枝政広（カーネーション） ライブ 19:00 ヲルガン座 4,500（5,000）（要1 オーダー） ☎ 082（295）1553
3日（月）椎名林檎 コンサート※4日も有 19:00 広島文化学園 HBG ホール 9,999（売切） ☎ 夢番地 082（249）3571

石川浩司・ワタナベイビー「たま曲」コンサート 19:30 ヲルガン座 4,000（4,500）（1ドリンクオーダー） ☎ 082（295）1553

4日（火）おためしステージ演奏会※5日～ 9日、25日～ 28日も有（4日～ 7日・
25日～ 28日13:00 ～ 20:00、8日～ 9日10:00 ～ 20:00）

13:00 ～
20:00 安佐北区民文化センターホール 1時間2,000（要予約） ☎ 082（814）0370

第23回「4月4日はピアノ調律の日」若い音楽家のためのコン
サート※18:15 ～調律師協会員よりピアノのお話有 18:30 県民文化センターホール 999 ☎ 日本ピアノ調律師協会 中国支部

090（7978）0440
The Timeless Nation（出演：小沼ようすけ（Gt.）、他） 19:30 Live cafe Jive 5,000（5,500）（ドリンク別） ☎ 082（246）2949

6日（木）アリス九號 . ライブ 18:30 セカンド・クラッチ 5,900（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334
My Hair is Bad ライブ [ 振替公演 ] 19:00 クラブクアトロ 5,000（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571

7日（金）近藤房之助 ライブ 19:30 club cream hiroshima 4,000（ドリンク別） ☎ 082（241）3838
ウルフルケイスケ ライブ 19:30 OTIS! 3,500（4,000）（ドリンク別） ☎ 082（249）3885
Wish upon the starry sky ～星空に願いを～ 19:30 LIVE JUKE 3,500（ドリンク別） ☎ 082（249）1930

8日（土）ロビー演奏（8日石田裕美（ｐ）、29日山根えりか（ｐ）、30日ボッサ・ノ・アル）HP 参照 ホテルグランヴィア広島1階ロビー 無料 ☎ 082（262）1111
TOMOKI SUZUKI SPRING TOUR 2023
UKULELE POP 広島公演 16:00 南区民文化センタースタジオ 前売・当日とも 4,400 株式会社 Office One Pack（上棟） 

tomokisuzuki.info@gmail.com
IVVY ライブ 17:00 Live space Reed 一般5,000、学生3,000（ドリンク別）☎ 夢番地 082（249）3571
関取 花 ライブ 17:30 LIVE JUKE 4,500（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
百々和宏＋有江嘉典 ライブ 18:00 ヲルガン座 4,000（4,500）（1 オーダー） ☎ 082（295）1553
ハンブレッダーズ ライブ 18:00 クラブクアトロ 4,400（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334
STU48 コンサート※9日①14:00②18:00 も有 18:00 国際会議場フェニックスホール 6,600、他 ☎ 夢番地 082（249）3571

9日（日）二胡コンサート 11:30 森林公園（雨天の場合＝中止） 無料 ☎ 082（899）8241
ASAKITA サロンコンサート（ハワイアンバンド） 14:00 安佐北区民文化センターロビー 無料 ☎ 082（814）0370
春のマチネコンサート Vol.2 蔵川瑠美（ヴァイオリン）小蔦寛二（ピアノ） 14:00 ライフワン 221 ホール 2,500 ☎ 082（922）0028
広島大学霞管弦楽団 Spring Concert 2023 14:30 南区民文化センターホール 無料 ☎ 杉山 080（3632）0073
Hijiyama さくらコンサート 2023　THE 36th REGULAR CONCERT 15:00 広島文化学園 HBG ホール 500（小学生以下無料） ☎ 比治山女子中学・高等学校 082（251）4478
T.C.R. 横浜銀蝿 R.S.  ライブ 17:00 LIVE VANQUISH 7,700（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
PENICILLIN ライブ 17:30 Live space Reed 8,500（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
GALNERYUS ライブ 18:00 セカンド・クラッチ 5,800（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334

10日（月）Z clear ライブ 16:15 セカンドクラッチ 4,000（ドリンク別） ☎ セカンドクラッチ 082（249）7363
12日（水）ピヤノとアコーデオン（演奏：須藤信一郎、原田忠） 20:00 ふらんす座 3,500（要ドリンクオーダー） ☎ ヲルガン座 082（295）1553
13日（木）松本 美玖（Saxophone）& 齊田 美緒（Flute）ジョイントリサイタル vol.2 19:00 東区民文化センタースタジオ 1 一般2,000 （2,500）、 学生1,500 （2,000） smm.jointrecital1@gmail.com

泉邦宏 ライブ 19:00 カフェ・テアトロ　アビエルト 2,000（要1 オーダー） ☎ 082（873）6068
ギターデュオによるラテンアメリカ音楽の旅 19:00 LIVE JUKE 4,000（4,500）（要1 オーダー） ☎ 082（249）1930

14日（金）響き合うバロック～チェンバロとバロックチェロで奏でる～※詳細→ P15 19:00 東区民文化センター スタジオ 1 一般3,000、高校生以下1,500 ☎ 小田  090（7508）2012
7ORDER コンサート 19:00 上野学園ホール 8,800 ☎ 夢番地 082（249）3571

15日（土）くにし珠萌還暦メモリアルコンサート～まだまだ歌い続けたい♪～ 14:00 東区民文化センターホール 3,000、学生1,500 ☎ 工西 070（2361）0413
Grande Concerto vol.2 PRIMAVERA ～愛のブーケをあなたに～ 14:30 東区民文化センタースタジオ 1 一般1,000、学生500 ☎ Grandi Amici 090（5147）0568
現代の三味線 野澤徹也三味線合奏団 第9回広島定期演奏会 14:30 安芸区民文化センタースタジオ 無料※関連→ P14 ☎ 伊藤 090（7897）6800
葉加瀬太郎 コンサート 16:30 広島文化学園 HBG ホール 9,800（売切） ☎ キャンディー 082（249）8334
中岡重彰マリンバ・ソロライブ！～バッハ in ライブハウス～ 17:00 クロスロードホール 2,000（1ドリンク込） ☎ 中岡090（5265）0832

ヒロシマムジークフェラインストリングス Voyage Op2 18:00 県民文化センターホール 大人5,000（ペア 9,000）、大学生
2,500、高校生以下1,000 ☎ 広島楽友協会 070（8950）5475

Novelbright ライブ 18:00 BLUE LIVE 6,000（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
dustbox ライブ 18:00 セカンド・クラッチ 4,200（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
伊東歌詞太郎 ライブ 18:00 LIVE VANQUISH 5,500（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334
jammin' Zeb ライブ 19:00 LIVE JUKE 5,500（6,000）（ドリンク別） ☎ 082（249）1930

16日（日）下野竜也による楽曲分析コンサート～ 2023 年度 全日本吹奏楽
コンクール課題曲編～※詳細→ P4 13:00 JMS アステールプラザ中ホール 一般2,000（2,500）、大学生以下

1,000（1,500） ☎ 広島ウインドオーケストラ
080（1647）5951

合唱団そら第22回メサイア全曲演奏会※詳細→ P15 13:30 安芸区民文化センターホール 全席自由1,500 ☎ 野内 0829（36）2765
広島なぎさ中学校・高等学校合唱部　はるかなでるコンサート 3 
～ニューヨーク合唱フェスティバル出演報告演奏会～ 14:00 コジマホールディングス西区民文化

センターホール 無料 ☎ 広島なぎさ中学校・高等学校合唱部
082（921）2137

広島交響楽団第430回定期演奏会（指揮：ジャン = クロード・カ
サドシュ、クラリネット：橋本杏奈） 15:00 広島文化学園 HBG ホール S席5,300、A席4,800、B席4,300

（学生1,500） ☎ 広響事務局 082（532）3080

Base Ball Bear ライブ 17:00 Cave-Be 5,980（ドリンク別） WEB HIGHSELF　http://higherself.jp/
ヒトリエ ライブ 17:00 SIX ONE Live STAR 4,900（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
FANTASTIC ◇ CIRCUS ライブ 17:00 LIVE VANQUISH 8,800 ☎ ユニオン  082（247）6111
ExWHYZ ライブ 18:00 クラブクアトロ 4,800（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
ケプラ ライブ 18:00 セカンド・クラッチ 3,500（ドリンク別）（売切） ☎ 夢番地 082（249）3571

18日（火）YAMATO 弦楽四重奏団 18:30 県民文化センターホール 会員制（会費制） ☎ ひろしま音楽鑑賞協会 082（234）6262
GLAY コンサート※19日も有 18:30 広島文化学園 HBG ホール 10,000 ☎ 夢番地 082（249）3571

音 楽



広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
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日 催　し　物 開始
時間 場　所 料　金※（　）内は当日 連　絡　先

19日（水）安佐南区役所“小さな音楽会” 12:20 マエダハウジング安佐南区民文化センターホール 無料 ☎ 安佐南区地域起こし推進課／佐藤 082（831）4926
Royz ライブ 18:00 セカンド・クラッチ 5,500（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571

20日（木）第8回コパン・ド・ラ・シャンソン 懐かしき映画音楽（出演：前田
順三（Bass）、倉田香織（El）、他） 13:30 LIVE JUKE 3,000（ドリンク別） ☎ 大塚 082（923）8636

ヤングスキニー ライブ 19:00 セカンド・クラッチ 3,800（ドリンク別）（売切） ☎ 夢番地 082（249）3571
21日（金）宇都宮隆 ライブ 18:30 BLUE LIVE 8,000（1ドリンク込） ☎ 夢番地 082（249）3571

the shes gone ライブ 19:00 クラブクアトロ 4,000（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
ナナヲアカリ ライブ 19:00 Live space Reed 5,500（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
オクターヴ金曜コンサート（マリンバ：松田 亜希子） 19:30 スタジオ・オクターヴ 2,000（要予約） ☎ 070（8494）1792

22日（土）Voice! Voice! Voice! 11:00 アリスガーデン 無料 K.S.K Project 　kskproject57@gmail.com
男声合唱団ドンマイ　コンサート 14:00 南区民文化センタースタジオ 前売1,000 ☎ 男声合唱団ドンマイ／鎌田 090（4100）1505
音のマリアージュ　Vol.4「ふえる」 14:00 WAKO ゲバントホール 会場2,500、配信2,000 ☎ 音のマリアージュ実行委員会 050（5218）8525
ASOVIVA FES 2023（出演：anewhite、他） 15:00 BLUE LIVE 4,200（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
ディートリッヒ・ブクステフーゲ　Membra Jesu nostri われら
がイエスの御体 16:00 世界平和記念聖堂 無料（献金有） ☎ 幟町教会メンブラを歌う会／中野 090（3375）3640

橋本勇夫オリジナル平和祈念コンサート～オルゴール・ギター・
チェロの調べ～※詳細→ P2 16:30 県民文化センターホール 一般2,500（2,800）、

学生1,000（1,300） ☎ グリム 082（221）4976

カノエラナ ライブ 16:30 Yise 4,950（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
中嶋ユキノ ライブ 17:00 Live space Reed 4,500（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
高橋優コンサート 17:30 上野学園ホール 8,800 WEB HIGHERSELF　http://higherself.jp/
TRI4TH ライブ 17:30 セカンド・クラッチ 5,000（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334
学芸大青春 ライブ 17:30 クラブクアトロ 4,500（ドリンク別） ☎ ユニオン  082（247）6111
SPARK!!SOUND!!SHOW!! ライブ 18:00 Cave-Be 4,000（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
カネコアヤノ コンサート 18:00 JMS アステールプラザ大ホール 5,500 ☎ 夢番地 082（249）3571
ラブライブ！ コンサート※23日①13:00②17:00 も有も有 18:00 広島文化学園 HBG ホール 7,800 ☎ 夢番地 082（249）3571
ヴォーカルアンサンブル凛 5th コンサート 18:30 コジマホールディングス西区民文化センターホール 800 ☎ 田畑 080（4726）3078
locofrank ライブ 18:30 4.14 3,800（ドリンク別） ☎ 株式会社 IKKI NOT DEAD 04（6698）5594
箏 演奏者 渡邊 香澄 コンサート 18:30 一楽章 f 未完成 3,000（要2 オーダー） ☎ 一楽章 f 未完成 082（249）0221
上垣内寿光 Bimonthly Concerts 2023

【ジプシージャズギターの魅力】 19:30 Le Reve 八丁堀 1,000 ～（アーティストリスペクト
制：上限はお客様が決定） ☎（株）クライスエムイー 090（4100）7739

23日（日）ひらのファミリー　コーラスコンサート 13:30 南区民文化センターホール 無料 ☎ 平野薫 082（239）3919
NIGHTMARE ライブ 17:00 LIVE VANQUISH 10,000（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334
小山田壮平 ライブ 18:00 クラブクアトロ 5,500（ドリンク別） ☎ ユニオン 082（247）6111
MISERY ライブ
※29日まで、30日18:30 アフターパーティー有

23日、29日19:00
24日～ 28日19:30 CONQUEST 一般3,500、学生2,000、30日

のみ 4,500（ドリンク別） ☎ 090（1353）7637

26日（水）第365回市民サロンコンサート（パーカッションとピアノ） 12:20 JMS アステールプラザ多目的スタジオ 無料 ☎ 広島市文化財団企画事業課 082（244）0750
27日（木）The Doobie Brothers コンサート 19:00 上野学園ホール S 席17,000、A 席16,000 ☎ 夢番地 082（249）3571
28日（金）希元奈央 ライブ 19:00 BLUE LIVE 3,500（1ドリンク付） ☎ 082（250）5522

29日（土・祝）森崎ウィン ライブ 17:00 LIVE VANQUISH 7,900（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
田村ゆかり コンサート 17:00 広島文化学園 HBG ホール 9,900 ☎ 夢番地 082（249）3571
access ライブ 17:00 クラブクアトロ 9,800（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334

EnerGia2023 広響 POPS CONCERT（ゲスト：水樹奈々） 17:00 国際会議場フェニックスホール S 席6,200（6,700）、A 席5,300（5,800）、
B 席4,200（4,700）（売切） ☎ 広響事務局 082（532）3080

五日市吹奏楽団　スプリングコンサート 2023 18:00 佐伯区民文化センターホール 無料（要整理券） ☎ 五日市吹奏楽団／玉谷 070（4488）8398
第9回 アマチュアン・ナイト※出演希望も受付有 18:00 スタジオ・オクターヴ 無料（定員30人） ☎ 070（8494）1792
TRIPLANE ライブ 18:00 Yise 5,000（ドリンク別） ☎ ユニオン 082（247）6111
和奏ユニット奏打×和太鼓集団打魂　ツーマンライブ

「響宴～奏で、打て、その魂～」 18:00 安芸区民文化センタースタジオ 一般2,000（2,500）、学生1,000
（1,500） ☎ 中野090（3175）0119

SAEKA（才恵加：T.sax ／ S.sax） ライブ 18:30 LIVE JUKE 5,000（5,500）（ドリンク別） ☎ 082（249）1930
安達久美 ライブ 19:30 Live cafe Jive 3,500（4,000）（要1ドリンクオーダー） ☎ 082（246）2949

30日（日）コイン通り商店街　みんな de 歌謡ショー 10:00 佐伯区民文化センターホール　 無料 ☎ コイン通り商店街振興組合 082（923）1351
広島市立沼田高等学校吹奏楽部 定期演奏会2023 14:00 JMS アステールプラザ大ホール 無料（整理券要申込・14日必着） ☎ 沼田高等学校吹奏楽部／佐田 082（848）4168
第5回あじさい色のコンサート 14:00 マエダハウジング安佐南区民文化センターホール 無料 ☎ 実行委員会／新谷 090（1183）8840
広島市民オーケストラ第27回スプリングコンサート 14:00 国際会議場フェニックスホール 800 ☎ 桂080（2929）6786
広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団　第16回定期演奏会 14:00 安芸区民文化センターホール 無料 ☎ 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 080（3059）7779
多田正利先生 米寿記念ジョイント演奏会 14:30 県民文化センターホール 無料 ☎ 黒川 090（4699）6979

古内東子 ライブ ①15:30
②18:00 LIVE JUKE 6,500（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334

広島室内楽協会第8回演奏会 16:00 JMS アステールプラザオーケストラ等練習場 一般3,000、学生1,000 ☎ 熊澤 090（9818）3849
凛として時雨 ライブ 17:30 クラブクアトロ 6,500（ドリンク別） ☎ キャンディー 082（249）8334
藤江潤士 ライブ 18:00 BLUE LIVE 一般4,000（1ドリンク付） ☎ 082（250）5522
moon drop ライブ 18:00 Live space Reed 3,900（ドリンク別） ☎ 夢番地 082（249）3571
菅原智明×ニシウラトモアキ ライブ 18:30 OTIS! 2,500（ドリンク別） ☎ 082（249）3885



伝説の歌姫の真実を、栗原小巻が演じる！

■作=エディット・ピアフ　
■演出=加来英治
■出演=栗原小巻、城所潔（ピアノ）、長谷川清司（ドラマー） どうしても３人が集まらない時は、事務局にご相談下さい。

広島市民劇場
☎082（218）3219

安佐南市民劇場
☎082（877）4423

5日（月）6月 6日（火） 8日（木） 9日（金）
昼
夜

会場

14：00
18：30

13：30
18：30

JMSアステールプラザ 大ホール 安佐南区民文化センター

6月例会『愛の賛歌―ピアフ』
【エイコーン公演】

広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750
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4月

日 催　し　物 時　間 場　所 　料　金※（　）内は当日 連絡先
1日（土）全天周映画「恐竜超世界　受け継がれるいのち」※28日まで 15:00 5-Daysこども文化科学館 大人510、高校生・シニア250

� ☎082（222）5346

8日（土）ビークルシアター（ビデオ上映会）「カークンのなかまたち」（対象：幼児～小学生）※9日も有 ①11:30②13:30③14:30 ヌマジ交通ミュージアム 無料� ☎082（878）6211

9日（日）広島映画サークル協議会第435回例会『ワン・セカンド　永遠の 24フレーム』※詳細→ P2 ①11:00②14:00 広島県立美術館地下講堂 一般1,500、シニア・大学生・障がい者1,300、小中高生500
� ☎広島映画サークル事務局�070（2228）7513

15日（土）武力でなく外交で紛争を解決した事例から学ぶ映画「コスタリカの奇跡」～積極的平和国家のつくり方～ ①10:00②19:00 Social�Book�Cafe ハチドリ舎 1,500+1ドリンク� ☎082（576）4368

22日（土）『原発をとめた裁判長�そして原発をとめる農家たち』上映＋夜トークセッション�by�飯田哲也氏 ①10:00�②19:00 Social�Book�Cafe ハチドリ舎 1,500+1ドリンク� ☎082（576）4368

23日（日）こども映画会（対象：幼児・児童と保護者 /要申込・先着10組または30人）11:00 JMSアステールプラザ 4階大広間 無料（要申込）� ☎中区図書館�082（248）9300

29日（土・祝）ビークルシアター・忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロントNEXT�「月ウサギがクレーターをかけるの段」（対象：幼児～小学生）※30日も有 ①11:30②13:30③14:30 ヌマジ交通ミュージアム 無料� ☎082（878）6211

全天周映画「FURUSATO- 宇宙からみた世界遺産 -」
※11月5日まで 15:00 5-Daysこども文化科学館 大人510、シニア・高校生250�☎082（222）5346

日 催　し　物 開演時間 場　所 料　金※（　）内は当日 連　絡　先
1日（土）金剛流　豊雲会　春の会 10:00 JMSアステールプラザ中ホール 無料 ☎ 金剛流豊雲会事務局�井手口

090（5699）0678
Köln�ALL�STAR�2023�-PARKOUR×DANCE- 13:30（雨天中止） マリーナホップ 無料 ☎ 082（503）2025

スペシャル・フラメンコ・ライブ ①17:00②19:00 WAKOゲバントホール 各回5,000、通し9,000 ☎ マンサニージャ�03（6233）7756

2日（日）コスモス・ダンス※8日、23日、29日、30日も有 13:00 JMSアステールプラザーケストラ等
練習場、他 500 ☎ コスモス・ダンス／八木�090（3744）7531

HIGH�SCREAM（ダンス公演） 16:00 BLUE�LIVE 2,500（3,000）（ドリンク別） ☎ HDC�082（298）1230
コーラスピープル第75回公演（第7回春公演）ミュージカル
「シンデレラ」 17:30 JMSアステールプラザ大ホール 3,300 ☎ コーラス・ピープル�082（243）5795

4日（火）マスタッシュ　ダンス※11日、18日、25日も有 13:00 JMSアステールプラザ多目的スタジオ 500 ☎ マスタッシュダンス／
藤山�090（9416）5010

宝塚歌劇星組全国ツアー広島公演
※5日①12:00②16:30も有 ①13:30②18:00 上野学園ホール S席8,300、�A 席5,500 ☎ 広島テレビ�082（567）2500

5日（水）ひろしま神楽定期公演�※12日、19日、26日も有 19:00 県民文化センターホール 1,000 ☎ 082（245）2311

8日（土）雅�第一回�produce 舞台�『腐れ縁ですから』※9日①11:00②15:00も有 ①14:00②18:00 青少年センター 3階　第3集会室 1,500 ☎ 村上�080（1915）4590

第7回笑鉄みん会 14:00 安芸区民文化センタースタジオ 予約1,000（1,500） ☎ 柱笑福090（8609）3015

9日（日）ひろしま花崎會　地唄舞　第4回縮景園のお座敷で楽しむ、季節と舞 ①11:00②14:00 縮景園清風館 正面席一般2,500、学生2,000、他
（お抹茶付） ☎ 地唄舞花崎流翠の会

080（6249）8507
実演！広島市内神楽団※23日も有 13:00 国民宿舎　湯来ロッジ 2階ホール 12歳以上1,000、4歳以上12歳

未満250 ☎ 0829（85）0111
「浪曲版　任侠流れの豚次伝」玉川太福5ヵ月連続独演会※
5月14日、6月4日、7月９日、8月20日も有 14:00 広島工業大学広島校舎 3,900（4,300） 広島で生の落語を聴く会�

namarakugo@gmail.com
15日（土）第63回秋風亭てい朝の落語をぶつ会 13:30 南区民文化センタースタジオ 予約1,000（1,500） ☎ てい朝の落語をぶつ会（おき）

090（8715）6807
16日（日）フラ＆オリタヒチ花花　アロハフェスティバル 12:30 東区民文化センターホール 999 ☎ フラ＆オリタヒチ花花／友安�090（5379）6118

てい朝・酔書　ふたり会 13:30 マエダハウジング安佐南区民文化セ
ンター 2階大広間 1,000（1,500） ☎ おき�090（8715）6807

令和5年度　第1回あさきた神楽公演�
出演：宮乃木神楽団　演目：未定（2演目） 未定 安佐北区民文化センターホール 有料 ☎ 082（814）0370

17日（月）三遊亭ごはんつぶ�二つ目昇進記念の会第4回広島つながり寄席 18:00 WAKOゲバントホール 一般�4,000（4,500）、
大学生以下1,500 ☎ つながり寄席�090（4222）8881

20日（木）ミュージカル『ルーザーヴィル』（出演：井上瑞稀、本髙克樹）※21日①12:00②17:00も有 17:00 上野学園ホール S席13,000、A席9,000 ☎（株）清水芸能企画�082（292）0080

21日（金）G7広島サミット開催記念夜神楽特別公演※22日17:30～ 20:00も有 18:00～ 20:00 広島城二の丸 無料 ☎ 広島市観光政策部観光企画担当
�082（504）2243

28日（金）喜多流　広島蝋燭薪能 17:45 広島護国神社　特設能舞台※天候不良
時は JMSアステールプラザ中ホール SS 席13,000、S席10,000他 ☎ 広島蝋燭薪能の会�082（221）5590

29日（土・祝）短編演劇アンソロジー�花疲れ※30日①13:00②16:00も有※詳細→ P2 18:00 YO-HAKU 一般2,000、
高校生以下無料（予約可） tawakenoshibai@gmail.com

30日（日）Member's�Concert ～メンバーがオーケストラの生演奏で歌ネタをやるライブ～ 16:00 JMSアステールプラザ中ホール 2,500（3,000）、配信1,500 ☎ FANYチケット�0570（550）100

映 像

演 劇 演 芸 舞 踊
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所　　　　　　日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
（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・祝）（日）

八丁座 壱・弐
☎082（546）1158

●生きる LIVING
●レジェンド&バタフライ（PG12）

●すずめの戸締まり
●フェイブルマンズ（PG12）

●ギレルモ・デル・トロのピノッキオ ●すべてうまくいきますように
●茶飲友達（PG12） ●ヴィレッジ（PG12） ※4/13～5/31 ヴィレッジ展有

●丘の上の本屋さん●ワース 命の値段 ●ラ・ブーム（PG12）　●ラ・ブーム2（日替上映）

サロンシネマ1・2
☎082（962）7772

●エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス
●オットーという男　●RRR　●逆転のトライアングル ●対峙 ●せかいのおきく

●The Son 息子
●メグレと若い
女の死●エゴイスト（R15＋）

●離ればなれになっても（PG12） ●エッフェル塔 創造者の愛（R15+）
●ザ・ホエール（PG12）

109シネマズ広島
（アルパーク北棟）
☎082（501）3103

主に4月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●仕掛人・藤枝梅安2

●名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）

●ヴィレッジ（PG12）　
●東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 運命

イオンシネマ広島
☎082（261）1310

主に4月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー2 ●名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）

●東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 運命

横川シネマ
☎082（231）1001

※21日休館

●劇場版 センキョナンデス　●バニシング・ポイント（PG12）
●オタール・イオセリアーニ映画祭※21日休館●東京干潟　●蟹の惑星

●三茶のポルターガイスト
●たまねこ、たまびと　※監督来場予定

TOHO
シネマズ緑井

☎050（6868）5030
主に4月公開予定作品を掲載／

上映終了日は未定

●仕掛人・藤枝梅安2　●ノック 終末の訪問者　●美しい彼 eternal
●名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）　●サイド バイ サイド 隣にいる人

●ヴィレッジ（PG12）
●東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 運命

広島バルト11
☎082（561）0600

主に4月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第3章　●ノック 終末の訪問者　●美しい彼 eternal
●オオカミ狩り（R15+）　●世界の終わりから

●名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）　●サイド バイ サイド 隣にいる人
●ハロウィン THE END（R15+）

●ヴィレッジ（PG12）　●ゲネプロ★7　
●東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 運命
●ベネシアフレニア（R15+）

＜午前十時の映画祭13＞
●ジュラシック・パーク

＜午前十時の映画祭13＞
●ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク

＜午前十時の映画祭13＞
●ジュラシック・パーク Ⅲ

＜午前十時の映画祭13＞
●マイ・フェア・
レディ

イオンシネマ
広島西風新都

☎082（941）7070
主に4月公開予定作品を掲載／

上映終了日は未定

●中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー2 ●ハロウィン THE END（R15+）　●名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）

●ヴィレッジ（PG12）　
●東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 運命

場所／連絡先 日 内　　　容 開　始　時　間 料　金

映像文化ライブラリー
☎082（223）3525

1日（土） 「エロス＋虐殺」（出演：岡田茉莉子、細川俊之、楠 侑子、他） ①10：30 ②15：00
2日（日） 「白昼の通り魔」（出演：川口小夜、小山明子、佐藤 慶、他） ①10：30 ②14：00
7日（金） 「少年」（出演：渡辺文雄、小山明子、阿部哲夫、他） ①10：30 ②14：00 ③18：00
8日（土） 「青春の殺人者」（出演：水谷 豊、原田美枝子、市原悦子、他） ①10：30 ②14：00 ③18：00
9日（日） 「田園に死す」（出演：菅貫太郎、八千草薫、木村 功、他） ①10：30 ②14：00
14日（金） 「軍旗はためく下に」（出演：丹波哲郎、左 幸子、中村翫右衛門、他） ①10：30 ②14：00 ③18：00
15日（土） 「ツィゴイネルワイゼン」（出演：原田芳雄、大谷直子、大楠道代、他） ①10：30 ②14：00 ③17：30
21日（金） 「竹山ひとり旅」（出演：林 隆三、乙羽信子、倍賞美津子、他） ①10：30 ②14：00 ③18：00
22日（土） 「ニッポン国古屋敷村」（監督：小川紳介、撮影：田村正毅）※休憩有 ①10：30 ②16：00
29日（土･祝） 「陽炎座」（出演：松田優作、大楠道代、加賀まりこ、他） ①10：30 ②14：00
30日（日） 「伽倻子のために」（出演：呉 昇一、南 果歩、浜村 純、他） ①10：30 ②14：00
16日（日） 「まえがみ太郎」 ①10：30 ②14：00 大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
23日（日） 「ある街角の物語」、「展覧会の絵」 ①10：30 ②14：00 大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
5日（水） 「縄文時代 ―自然環境と人びとのくらし―」、他 計3作品 ①14：00 ②18：00
6日（木） 「長い航跡 人と海と船」「自動車の世紀」、他 計3作品 ①14：00 ②18：00
12日（水） 「世界遺産 白神山地」「世界遺産 屋久島」、他 計3作品 ①14：00 ②18：00
13日（木） 「万葉集の心」「古今和歌集」「伊勢物語」 ①14：00 ②18：00
19日（水） 「大山の自然」「穂高は生きている 高山植物の四季」「交響詩 立山」 ①14：00 ②18：00
20日（木） 「諏訪のおんばしら ―祭り・神と人とその風土―」、他 計3作品 ①14：00 ②18：00
26日（水） 「歌舞伎の魅力 勧進帳 ―松羽目物の成立―」、他 計2作品 ①14：00 ②18：00
27日（木） 「ふるさとの民俗芸能 豊松の供養田植」、他 計3作品 ①14：00 ②18：00
28日（金） 「モーツァルトの生涯」 ①14：00 ②18：00

特集 佐藤忠男の
ベスト・ワン
※詳細→P4

大人510、シニア・高校生250
※22日 大人380、シニア180
小中学生と8日、15日、22日の高校
生は無料

文化映画鑑賞会

ファミリーシアター
（アニメーション）

大人380、シニア・高校生180、
小中学生無料

28日～●聖闘士星矢 The Beginning　●ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー→
●劇場版 TOKYO MER 走る緊急救命室

 ＜ライブ・ビューイング＞
2日のみ●あんさんぶるスターズ！！追憶セレクション『エレメント』先行上映会
8日のみ●ダイヤモンドDOCMENARY OF TSUYOSHI NAGABUCHI
15日、16日●ヒプノシスマイク
21日～27日●MET ワーグナー《ローエングリン》

28日～●ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー　●劇場版 TOKYO MER 走る緊急救命室→

28日～●聖闘士星矢 The Beginning　●ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー→
●劇場版 TOKYO MER 走る緊急救命室

 ＜ライブ・ビューイング＞
15日、16日●ヒプノシスマイク
17日のみ●宝塚歌劇 宙組宝塚大劇場公演
　　　　　『カジノ・ロワイヤル ～我が名はボンド～』千秋楽　ライブ中継
21日のみ●爆笑問題 with タイタンシネマライブ #82
30日のみ●宝塚歌劇 月組東京宝塚劇場公演『応天門』、他

28日～●聖闘士星矢 The Beginning　●ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー→
●劇場版 TOKYO MER 走る緊急救命室

 ＜ライブ・ビューイング＞
1日のみ●五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2023 in 横浜アリーナ
2日のみ●Hello!Projectひなフェス2023
　　　　 ツバキファクトリープレミアム
9日のみ●プリンセス・プリンシパル

Crown Handler 第3章 公開記念舞台挨拶

28日～●聖闘士星矢 The Beginning　●ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー→
●劇場版 TOKYO MER 走る緊急救命室

←6日まで●百年の夢　●「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち　●クロード・ミレール映画祭

 ＜ライブ・ビューイング＞
15日、16日●ヒプノシスマイク

5日のみ●天外者→

5日のみ●天外者→

5日のみ●天外者→

5日のみ●天外者→
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4月

所　　　　　　日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
（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・祝）（日）

現 代 美 術 館
☎082（264）1121

休館日＝月休

  〜6月18日

広島県立美術館
☎082（221）6246
※休館日＝3、10休

11日  〜6月11日

  〜23日 28日  〜7月2日

3月28日 〜2日 4日  〜9日 11日  〜16日 18日  〜23日 25日  〜30日

ひろしま美 術 館
☎082（223）2530

※4月無休

  〜12月31日

  〜5月28日

泉 美 術 館
☎082（276）2600

  〜16日 22日  〜6月11日

JMS アステールプラザ
☎082（244）8000

8日  〜9日

広島県民文化センター
☎082（245）2311

3月28日 〜2日 19日  〜23日
 

28日  〜30日
 

  1日   2日

南区民文化センター
☎082（251）4120 ※月休

11日  〜23日
 

25日  〜5月27日
 

安佐北区民文化センター
☎082（814）0370 ※月休

  〜15日 26日  〜5月7日
 

合人社ウェンディひと・まちプラザ
☎082（545）3911

16日  〜30日
 

広島市立大学芸術資料館
☎082（830）1821

4日  〜25日
 

広島サンプラザ
☎082（278）5000

1日  〜30日

NHK ギャラリー
☎082（504）5112 ※月休

3月28日  〜2日 4日  〜9日
 

18日  〜23日
 

ドコモ広島大手町ビル「展示コーナー」
csr-cschugoku-ml@nttdocomo.com

3日  〜7日
 

ひろしんギャラリー
☎082（245）0512

1日  〜30日
 

茶房金木犀2Fギャラリー
☎090（4694）7818 ※日、月、火休

1日  〜29日
 

カモメのばぁばぁ
☎082（232）5074 ※火休

1日  〜15日
 

16日  〜30日
 

ヱビデンギャラリー
問 瀬戸☎082（285）3210

17日  〜6月30日
 

ガレリア・レイノ
☎082（221）2305

1日  〜11日
 

12日  〜18日
 

19日  〜25日
 

26日  〜5月2日
 

ぎゃらりぃ SARA
☎082（228）0256 ※日月休

3月28日  〜28日

GALERIE 青鞜
☎082（262）5210

4日  〜9日
 

18日  〜23日
 

g a l l e r y Ｇ
☎082（211）3260 ※月休

3月28日 〜2日 13日  〜16日
 

20日  〜23日
 

25日  〜30日
 

ギャラリーブラック
☎082（211）3322

3月29日  〜4日 5日  〜11日

ギャラリーたむら
☎082（241）7739 ※月火休

22日  〜30日
 

ギャラリー７１８
☎082（247）1010
※展示のない日＝休

18日  〜23日
 

1日  〜30日
 

ギャラリーカフェ月～yue～
☎082（533）8021 ※日、月休

11日  〜16日
 

炭焼きイタリアン il SPAZIO
☎082（224）3820 ※日、木夜休

1日  〜28日

ギャラリーカフェ アム
☎090（3744）8024

21日  〜30日
 

ハンガギャラリー
gallery@artconc.co.jp

3日  〜15日
 

18日  〜30日
 

タメンタイギャラリー鶴見町ラボ
info@tamentai-gallery.art

29日 〜5月7日
 

フジグラン緑井
ギャラリーパッセージ

☎082（877）9500

  〜5日 8日  〜19日
 

21日  〜5月10日
 

リニューアルオープン記念特別展　Before/After［ビフォー／アフター］　※土・日曜日①11:00〜②11:45〜③14:00〜
④14:45〜アートナビ・ツアー有（学芸員によるギャラリートークの開催日は除く）

特別展「川瀬巴水　旅と郷愁の風景」※14日11:00〜学芸員によるギャラリートーク、16日13:30〜
記念講演会、23日13:30〜新版画実演有（以上要申込）、18日17:00〜インスタライブ有※詳細→P2

冬の所蔵作品展 生誕・結成記念特集／新収蔵作品展※1日10:00〜・8日14:00〜対話型鑑賞（要申込）、
4日17:00〜インスタライブ配信有

所蔵作品展　第1期　G7広島サミット応援
企画　100の出会い，∞（無限）の対話

第7回　麦の会日本画
展/第6回　つかさアー
トクラブ絵画作品展/
西尾裕展/第11回　広
島県水墨作家協会展

平和写真展　2021-2022/
第32回　グループ宙遊展
/「無意味な会話」宮下光子＋

南葉優子展

第53回　広島県日本画協会展/
“公募2023”　第44回　関西

綜美会展
第32回　波の会展

第28回　ROSÉ野ばら会作品展/
第46回　グループ「集」展/第8回　
広島一水会展・第42回　路展

通年 所蔵作品展 フランス近代絵画　日本近代絵画

ひろしま美術館開館45周年記念　企画展「ピカソ　青の時代を超えて」

【所蔵作品展】コレクション展　花を描く/広島ゆかりの新鋭作家たち ※休館日＝月、17〜21休 【企画展】中丸雪生と交友の画家たち

一枚板　家具展　問 鳳山堂 083（929）1114（池田）

第29回　洋画グループ椿展
第18回　瑞の会 第60回記念現代

総合書展ET大使
館デートランスミッション＆パーティー＆UFO科学展

絵てがみサークルNO.1展 小西 秀穂　書作展

桜の花写真展 広島サミットPRパネル展

※17休 第6回　いきいき水彩画合同展

芸術資料館　新収蔵作品展 2023

北翔会　卯月展

水彩画A展 ボタニカルアート作品展 広島写楽会　写真展
※休館日＝
土、日、祝休 絵画3人展

第62回春の日本画展　※会期中無休

「花それぞれⅡ」ー黒川尚子（くろかわひさこ）日本画展ー

沓内 芙佐子　個展（絵画） 木とてと　mejiroya 二人展「木と革と布」

瀬戸理恵子作品展ー変遷—ティーバッグと共に
Works of Rieko Seto -Transition-with Teabags

渡辺 紀久子　愛されたくて愛したくて展 石田 祥子　わが街展 住川 雄一　作品展
感謝　〜おひさまとの出会い〜 KANE NICHOLAS作品展

みて・つくって楽しむ藍型抜染

木村 遊夢　個展 ただの わえ　個展

寺尾 佳子 展 -AFTER THE RAIN- Andy Lakey 個展 堀中静鶴枝 染織展　足を知って
生かすを楽しむ with「咊の環」会

広島大学イラン学術調査隊50周年記念展　
ペルシア踏査1971※詳細→P3

樹の和　木下和
と美の仲間

竹廣 國敬　画業回顧展　身近なもの
へのまなざし70年※詳細→P15

※会期中無休 高橋 禎彦　展

下村 直幸モノクローム写真展 『山の辺の道80・20』ゼラチン・シルバー・プリント

常設展

♢-rhombus- 吉村 織那　個展 ※28日貸し切り／21日〜24日、29日〜5月5日臨時休業

はんが女子展4月展　大土井 千秋　河村 よし子　清水 美佐子　柴田 洋子　藤井 光子

※1〜20休 所蔵作品展〜武蔵美出身作家4人展〜

※展示の
無い日休 常設展（予約制） 版画四人展　積山 ミサ・三登 達雄・吉田 ゆり子・箕越 智子

※会期中無休 時の刻みかた

緑井原爆と戦争展 NPO法人Environment NGO Kingfisher
「地球温暖化防止パネル展」 高野　新美会　墨絵展

※旧日本銀行広島支店は令和 4年 4月〜令和 5年 9月末（予定）の間、工事のため休館。
美 術 展 示
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所　　　　　　日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
（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・祝）（日）

そごう広島店
☎082（225）2111

4日  〜10日

3月28日  〜3日 4日  〜10日 11日  〜17日 18日  〜24日 25日  〜5月1日

11日  〜17日

福屋八丁堀本店
☎082（246）6111

3月30日  〜5日 6日  〜12日 13日  〜19日 20日  〜26日 27日  〜5月3日

3月30日  〜5日 6日  〜12日 13日  〜19日 27日  〜5月3日

3月30日  〜5日 6日  〜12日 13日  〜19日 27日  〜5月3日

福屋広島駅前店
☎082（568）3111

3月30日  〜12日 13日  〜19日 20日  〜26日 27日  〜5月3日

広島三越
☎082（242）3111

  〜2日

3月28日  〜2日 4日  〜10日 12日  〜17日 19日  〜24日 26日  〜5月1日

12日  〜17日 26日  〜5月1日

広島城 ☎082（221）7512
大人370、シニア・高校生180（入館料）

  〜16日 22日  〜7月17日

郷 土 資 料 館
☎082（253）6771

大人100、シニア・高校生50（入館料）

  〜5月7日

5-Days こども文化科学館
☎082（222）5346

3月25日  〜9日

ヌマジ交通ミュージアム
☎082（878）6211

大人510、シニア・高校生250（観覧料）

  〜5月7日

健 康 科 学 館
☎082（246）9100

大人370、シニア・高校生180（入館料）

  〜7月9日

植 物 公 園
☎082（922）3600

大人510、シニア・高校生170（入園料）

  〜6日 15日  〜19日 22日  〜25日 29日  〜5月7日

  〜16日 22日  〜26日

森林公園こんちゅう館
☎082（899）8964

大人 510、シニア・高校生 170（入館料）

22日  〜5月7日

安 佐 動 物 公 園
☎082（838）1111

大人510、シニア・高校生170（入園料）

  〜7日 22日  〜5月28日

国立広島原爆死没者追悼
平 和 祈 念 館
☎082（543）6271

  〜2024年2月29日

中 央 図 書 館
☎082（222）5542

3月25日  〜9日 15日  〜6月11日

ま ん が 図 書 館
☎082（261）0330

  〜5月7日

5-Days こども図書館
☎082（221）6755

1日  〜30日

頼山陽史跡資料館
☎082（298）5051

一般200、大学生150（常設観覧料）

4日  〜5月21日

広島県立文書館
☎082（245）8444

  〜6月10日

広島県立図書館
☎082（241）4971

  〜8月20日

  〜5月13日

マリーナホップ
  〜4月2日

エディオン蔦屋家電
☎082（264）6511

3月28日  〜3日

広島大学医学部医学資料館
☎082（257）5877

  〜5月26日

第40回 日本伝統漆芸展（有料）

岡田裕・泰
父子展

松岡 歩  日本画展
窪井 裕美 日本画展

九谷毛筆細字 三代
田村 敬星　展

〜四季ものがたり〜
藤井 美加子　日本画展院展の系譜展

織り・刺し・染める
野村彰　染織展 広島現代アートサロン2023

「切り継ぎ×錆」
森山 寛二郎　展

広島日展会小品展

日本の四季　ふるさとの詩
原田 泰治　版画展

季節の掛軸展 河井 創太　陶展 虹色の風に乗って
第15回　奥田 敏雄　水彩展 川合 敦子　器展

広島現代アートサロン
2023 with HAGW

里帰りした華麗なる装飾陶磁器
オールド・ノリタケ名品展

大分・竹巧彩　毛利 健一
創作カゴバッグと自然素材の洋服展 高野 友美　陶展

インテリアアートコレクション あいだ みつよ
曼荼羅原画展

きとゆ工房
〜やきもの＆ぬのもの〜 大濱 博幸　作陶展

Mozuアートワーク 〜ちいさなひみつのせかい〜（有料）

河野 玄容　
陶磁器展

中村 譲　日本画展
〜旅の記憶〜

春の掛軸展
三谷 祐資　絵画展

ルメテ アデリン 展

船戸 あやこ　スペインタイルアート展 柚木 陽子　展

企画展「頼聿庵―躍動する運筆」  企画展「学芸員のオススメ〜PART5」

※休館日＝月休企画展　「広島の近代化を担った建物たち－建造物からたどる広島の歴史－｣

プラネタリウム100周年記念事業
「全国プラネタリウムこども絵画　大募集！」作品展 ※休館日＝月、25休

※休館日＝月休令和5年春季企画展「月につきすすめー月探査の過去・現在・未来ー」

※休館日＝月休企画展「骨コツボーン！鍛えてマッスル！！」

「草木染の世界」展 ※休園日＝金（7日除く）休 サクラソウ展 エビネ展 春の洋ラン展/
クレマチス展ゼラニウム展 春の山野草展

※休園日＝水休 企画展示「コガネムシの世界」
※詳細→P3

動物たちと消防の写生大会　
入賞作品展 ※休園日＝木休 第37回　安佐動物公園動物写真コン

クール 入賞作品展

令和5年企画展「空白の天気図－気象台員たちのヒロシマ」

企画展「ポスター展　スクリーンの中の広島〜
広島フィルム・コミッション設立20周年記念」 ※休館日＝月休

令和5年度子ども読書まつり「本はともだち！」
企画展「植物に親しむ」

※休館日＝月休「第25回おもしろその年まんが大賞」入賞作品展
※詳細→P4

※休館日＝月休展示「G7ってどんな国？パート1」

※休館日＝
月休

令和5年度特集展「花鳥風月な書画〜風雅の世界に遊ぶ〜」
※15日、29日13:30〜展示解説会有　　

※休館日＝土曜午後、日、祝休収蔵文書展「災害を語る歴史資料Ⅱ」※6月3日10:00〜講演会有（要申込）

資料展示「新しい絵本〜令和3〜4年に出版された絵本から〜」（〜12月31日）／Ｇ７広島サミット特設コーナー〜8月20日

※休館日＝月、29日休資料展示「全国特殊詐欺被害防止ポスター展」

※休館日＝18休
マリホ水族館特別企画展 からふる展（有料）〜5月14日 問 082（942）0001／

DETECTIVE CONAN THE MOVIE展（有料）〜2日 問 広島テレビ 082（567）2500

大田耕治創作藍染展『こころおどる』

※休館日＝土、日、祝休2022年度　広島大学原爆放射線医科学研究所資料展示「被爆者を生き抜く：資料から見えてくる兒玉光雄さん」
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4月

日 催　し　物 時　間 場　所 料　金※（　）内は当日 連絡先
1日（土）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）�☎緑化センター 082（899）2811

さくら祭り2023　※16日まで 9:00～ 16:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター園内 無料� ☎082（899）2811
桜虫みくじ※9日まで 9:00～ 16:00 森林公園 大人510、シニア・高校生170（入館料）�☎082（899）8964
さくらまつり※16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
あさきたラウンドフィットネス※30日まで（月曜を除く） 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
HIROSHIMA�GATE�PARK�FESTA�※2日10:00～ 17:00も有 10:00～ 20:00 ひろしまゲートパークプラザ（広島市民球場跡地） 無料� ☎中国新聞社営業本部082（236）2342
サクラメンコで遊ぼう（先着100人程度） ①10:00�②13:00 森林公園（雨天中止） 無料� ☎082（899）8241
おはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者／先着4組）　※15日も有 10:30 安芸区図書館 無料� ☎082（824）1056
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」※9月3日まで 平日（3/26～ 4/5を除く）＝11:00、土日祝・3/26～ 4/5＝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
サイエンスワークショップ「おひさまで色が変わる！ビーズのストラップ」※2日・8日・9日も有 ①11:00�②14:00 江波山気象館 材料費90（3月25日からHPで受付 /各回先着9人）�☎082（231）0177
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（3/26～ 4/5を除く）＝13:00、土祝・3/26～ 4/5＝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
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
さくら写真撮影講習会（先着20人）※8日も有※カメラ、三脚持参 13:30 植物公園 大人510、高校生・シニア170（入園料）� ☎082（922）3600
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（3/26～ 4/5を除く）＝14:00、土日祝・3/26～ 4/5＝13:00 5-Daysこども文化科学館 大人510、高校生・シニア250�☎082（222）5346
桜まつり（ライトアップ）※2日まで 21:00まで（入園は20:30まで予定） 縮景園 一般260�、高・大学生150、�小・中学生100� ☎082（221）3620
桜と光の夕べ※8日も有 22:00まで開園（入園は19:30まで） 植物公園 大人510、高校生・シニア170（入園料）�☎082（922）3600
Smile�for�Peace�Project ～世界に笑顔を届けよう～　G7広島サミット歓迎写真を募集します ※2日まで 応募先：中国新聞社地域ビジネス局サミット写真募集係 無料�☎中国新聞社地域ビジネス局�（平日9:30～ 17:30）082（236）2211

2日（日）観桜茶会（流派：裏千家淡交会広島第一支部） 9:00～ 14:30（受付終了） 縮景園 茶券1,320＋入園料� ☎082（221）3620
さくら祭りお楽しみイベント 10:00～ 15:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　レストハウス前他 ブースによっては有料� ☎082（899）2811
自由工作塾 10:00～ 15:00（随時受付） ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　レストハウス前 材料費1作品につき100※自由参加�☎082（899）2811
ネイチャーゲーム 10:00～ 15:00（随時受付） ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　レストハウス前 無料※自由参加� ☎082（899）2811
ちびっこ教室「紙コップアストラムライン」（対象：幼児～小学生と保護者）①11:00�②13:00�③14:30 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
おはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者／当日先着4組）毎週日曜日14:00（開始時刻15分前から整理券配布） 5-Daysこども図書館 無料� ☎082（221）6755
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～』」※5月21日まで 毎週日曜日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

4日（火）森田要オーガニックヘナ講演会～美髪再生～誰でも幾つになっても美しい 10:00 JMSアステールプラザ多目的スタジオ 初めての方2,500（「髪」の書籍代金込）、他（要申込）�☎�畑野�090（7977）7667
企画展関連講座「じょうぶな骨をつくろう！」（対象：小学生と保護者15組程度） 10:30 健康科学館 無料（電話で1日9:00から受付）�☎082（246）9100

6日（木）ディープデモクラシーへの扉@ハチドリ舎（出演：Daya） 19:00 Sosial�Book�Cafe ハチドリ舎 3,000＋1ドリンク� ☎082（576）4368
7日（金）4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　学習展示館前集合 無料※自由参加� ☎082（899）2811
8日（土）おはなし会（対象：乳幼児～大人） 11:00 佐伯区図書館湯来河野閲覧室 無料� ☎0829（40）4005

012才のおはなし会（対象 : 乳幼児とその保護者／当日先着10組）※27日も有 11:00（10:30から整理券配布）　 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
おはなしキャンドル（対象：幼児～一般／当日先着4組） 11:00（開始15分前から整理券配布） コジマホールディングス西区図書館 無料� ☎082（234）1970
おはなし会（対象：幼児・児童とその保護者／当日先着16人）※22日も有 8日11:00、22日14:00 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
福屋でのおはなし会（対象：幼児・小学生とその保護者） 11:30 福屋八丁堀本店9階屋上「八丁堀 SORALA」 無料� ☎5-Daysこども図書館082（221）6755
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
バックヤードガイド「飼育室ツアー」 13:30 森林公園こんちゅう館 大人510、シニア170（入館料）事前申込制、3/30締切� ☎082（899）8964
広島県民大学講演会（講師：本郷和人） 14:00 広島文化学園HBGホール 会員制（入会制）�☎広島県民文化大学事務局�082（249）1200

9日（日）職員による植物うんちく語り（先着100人） 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「ハイブリッドバス」（対象：幼児～小学生と保護者）①11:00�②13:00�③14:30 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
たのしい工作室（対象：幼児・小学校低学年と保護者）※16日・22日・30日も有 ①13:00�②14:30（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

10日（月）早春の写真教室（要予約／先着15人） 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（カメラ持参）� ☎082（899）2811
11日（火）おはなし会（対象：乳幼児と保護者／当日先着9組） ①10:30�②11:05 南区民文化センター 3階大広間 無料� ☎南区図書館�082（251）1080
12日（水）おひざにだっこのおはなし会（対象：乳幼児と保護者）※26日も有 11:00 東区図書館 無料（当日先着5組）� ☎082（262）5522
14日（金）えほんくらぶ（対象：乳幼児とその保護者／当日先着4組） 11:00（開始15分前から整理券配布） コジマホールディングス西区図書館 無料� ☎082（234）1970

おひざにだっこのおはなし会（対象：乳幼児とその保護者など）※21日も有 各日とも11:00（開始時刻15分前から整理券配布） 5-Daysこども図書館 無料（当日先着4組）� ☎082（221）6755
15日（土）令和5年度子ども読書まつり※5月14日まで　※詳細→ P4 各館で異なります 広島市立図書館（全13館で開催） 無料� ☎5-Daysこども図書館082（221）6755

ビオトープでいきもの観察 10:00 安佐動物公園 大人510、シニア170（入園料）�☎082（838）1111
藤ヶ丸山トレッキング 10:00 ひろしま遊学の森広島県緑化センター　第5駐車場集合 無料※要予約（先着15名）� ☎082（899）2811
マッピーからの挑戦状2023（対象：小学生）※5月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
スプリングアートフェスティバル　in 無印良品アルパーク店（パステルアート） 10:30～ 16:45 無印良品アルパーク店2階　muji 広島 1,500（要申込・同店予約サイトから受付）� n.moriwaki5405@gmail.com
被爆電車「650型654号路面電車」車内公開 ①10:30�②13:30 ヌマジ交通ミュージアム 無料� ☎082（878）6211
おはなし会（対象：幼児から／当日先着9組）※22日も有 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
おはなし会（対象：幼児・小学生・保護者／当日先着5組）※22日も有 11:00 東区図書館 無料� ☎082（262）5522
おはなし会（対象：幼児・小学生／先着10組） 11:00（当日10:30から整理券配布） 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
サイエンスショー「びっくり実験大集合！」（各回先着20人） ①11:00�②14:00※16日、22日、23日、29日、30日も有 江波山気象館 無料（要入館料・3/25からHPで申込受付）�☎082（231）0177
サイエンスショー「空気の実験ショー」（小学生向け）※16日も有 ①11:30�②13:30�③14:30 ヌマジ交通ミュージアム 無料（申込不要）� ☎082（878）6211
サイエンスショー「ためして実験　電波のなぞ」※23日も有 ①13:30�②15:00 5-Daysこども文化科学館 無料（当日先着順）� ☎082（222）5346
おはなしワールド（対象：幼児・児童と保護者／当日先着8組）14:00 JMSアステールプラザ 4階大広間 無料� ☎中区図書館�082（248）9300
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
おはなし会（対象：幼児・小学生と保護者／当日先着4組）※23日も有 14:00（当日13:30から整理券配布） 安佐北区図書館おはなしのへや 無料� ☎082（814）0340

16日（日）飼育の日イベント 10:00 安佐動物公園 大人510、高校生・シニア170（入園料）� ☎082（838）1111
KOCMOCアロハでヤルマルカ（バザー） 10:00～ 16:00 東区民文化センターロビー・ギャラリー 無料� ☎ KOCMOC平田080（1909）6840
パークスポーツの集い（当日先着100人程度） ①10:00�②13:00 森林公園 無料� ☎082（899）8241
ちびっこ教室「ふわっとUFO」（対象：幼児～小学生と保護者）①11:00�②13:00�③14:30 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
海辺の教室「カキ養殖」（対象：小学3年生～6年生と保護者と保護者）13:00 水産振興センター 無料（往復はがきかWEBから申込・5日必着）� ☎082（277）6609
「ジュリアの音信」紙芝居の会（要予約 /先着15人） 13:30 合人社ウェンデイひと・まちプラザ　南棟3階会議室A・B 300� ☎（一財）山波言太郎総合文化財団／タナカ�090（3749）2822
アリスガーデンパフォーマンス広場AH！ 13:30～ 18:00（予定） アリスガーデン 無料� ☎セトラひろしま�082（545）7611

18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

各 種 イ ベ ン ト
「カルチャーひろしま」

イベント情報

各図書館のおはなし会の予定は、5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す。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。（3 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（5 月に開催する催しは 3 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
19日（水）元毎日新聞記者 小山美砂さんに聞く　初の著書『「黒い雨」訴訟』出版と訴訟のその後 19:00 ① Social Book Cafe ハチドリ舎②オンライン ①1,000+1ドリンク②1,200 ☎ハチドリ舎082（576）4368
20日（木）企画展関連講座「あなたの骨は大丈夫？筋肉どれくらい？」（対象：18歳以上／申込20人程度） 10:00 健康科学館 無料（電話で 2日9:00 から受付） ☎082（246）9100

乳幼児のおはなし会（対象：乳幼児と保護者／定員 : 各回先着4組）①10:30 ②11:00（当日10:00 から整理券配布）安佐北区図書館のはなしのへや 無料 ☎082（814）0340
21日（金）えほんとわらべうた（対象：乳幼児と保護者／当日先着8組） 11:00 JMS アステールプラザ　4階　大広間 無料 ☎中区図書館 082（248）9300

すこやか教室「シニアの高血圧と薬について～日頃の疑問に答えます～」（要予約・40人）13:00 天然温泉・クアハウス 神田山荘 一般750、被爆者250（入館料） ☎082（228）7311
22日（土）比治山探鳥会（日本野鳥の会広島県支部） 9:00集合 広電比治山下電停前京橋川左岸集合 400（会員200）、中学生以下無料 ☎片岡 090（1485）8835

ボランティア『ひろしま歴史探検隊』 新規隊員募集説明会 9:30 ～ 12:00 広島市文化財団文化財課 無料（要申込・3日から電話先着15人） ☎文化財課082（568）6511
おはなし会（対象：幼児・小学生／当日先着4組） 11:00（当日開始15分前から整理券配布） コジマホールディングス西区図書館 無料 ☎082（234）1970
あそびのひろば「ラジコンホイールローバーを操縦しよう!」※23日も有 ①11:30 ②14:30（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（対象：幼児～小学生と保護者） ☎082（878）6211
企画展関連イベント①「折りたためる！ペーパークラフトで作る郷土資料館のたてもの」 13:00（対象：中学生以上） 郷土資料館 参加費50（要申込・4/1 ～ 5 に電話か FAX で・抽選20人） ☎082（253）6771
児童向け講座「クイリングのモビールで 40年目の図書館をかざろう」13:30（対象：小学生～中学生） 安佐北区民文化センター 1階　中会議室 無料（1日9:00 から受付・申込先着20人） ☎安佐北区図書館 082（814）0340
けんりつ・おはなし会（対象：乳幼児・小学生とその保護者など）14:00 広島県立図書館 無料 ☎082（241）4973

「ものがたり」を楽しもう！図書ボランティアわらっとの大型紙芝居 14:00 東区民文化センターオープンプラザ 無料（雨天の場合中止） ☎082（264）5551
人材バンク発表会「マジックショーと参加型マジック」 14:00 合人社ウェンディひと・まちプラザ 無料 ☎082（545）3911
Night Museum in 広島県立美術館　一人の警備員が紡ぐ、世にも奇妙な物語 18:00 広島県立美術館 6,000（要申込） WEB「エクスペリサス」で検索

23日（日）「世界バクの日」（先着100人に缶バッジプレゼント、他） 9:00（随時） 安佐動物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料） ☎082（838）1111
アース・ミュージアム元宇品　地球さんぽ「春を感じる」 9:50集合 元宇品港公園 100 ☎南区役所地域起こし推進課内082（250）8935
第27回横川カンパイ！王国ふしぎ市 10:00 ～ 16:00 横川商店街一帯 無料 横川商店街連合会 info@e-yokogawa.net
ペットボトルロケットを打ち上げよう（対象：小学生以下の子どもと保護者）①10:00 ②13:00（午前・午後各先着30組）森林公園（雨天の場合＝中止） 1 セット 500 ☎082（899）8241
植物公園共催：みどりと虫講座「春の植物と昆虫」（事前申込制・13日締切）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） ☎082（899）8964
ちびっこ教室「ひろしまの電車」（対象：幼児～小学生と保護者）①11:00 ②13:00 ③14:30（各回30分前から整理券配布） ヌマジ交通ミュージアム 材料費50 ☎082（878）6211
春の山野草実演会（当日先着50人） 13:00 植物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料） ☎082（922）3600
子どもの日シンポジウム 13:30 ～ 17:00 青少年センター 無料 ☎広島弁護士会082（228）0230
エビネ実演会（当日先着50人） 14:30 植物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料） ☎082（922）3600

25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4月教室④『死を受容する珠玉の言句集』13:30（講師：作家、日本ペンクラブ会員　平塩清種） 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

26日（水）乳幼児向けおはなし会（対象 : 乳幼児とその保護者／先着各8組） ①10:30 ②11:10 佐伯区民文化センター 2階大広間 無料 ☎佐伯区図書館082（921）7560
27日（木）BOOK-KIDS（対象：乳幼児と保護者） 10:00 佐伯区図書館湯来河野閲覧室 無料 ☎0829（40）4005

乳幼児のおはなし会（対象：乳幼児とその保護者、妊婦さん・パートナー）①10:30 ②11:05（当日30分前より整理券配布） 安芸区民文化センター大広間 無料（各回先着5組） ☎安芸区図書館082（824）1056
健康づくり教室「アクアビクスで水を楽しもう」（講師：中尾めぐみ）（要予約・20人）10:45 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

28日（金）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
クラフト餃子フェス　※5月7日まで ※飲食代別途（食券、電子マネー利用可能）10:00 ～ 20:30（平日11:00 ～） HIROSHIMA GATE PARK PLAZA 入場料無料 WEB実行委員会 http://craftgyoza.jp/hiroshima2023/

29日（土・祝）八幡川探鳥会（日本野鳥の会広島県支部） 9:00集合 みずとりの浜公園東側ベンチ 400（会員200）、中学生以下無料 ☎日比野 090（1356）9315
安佐動物公園で鹿角ストラップ作り（先着1,000人）※詳細→ P4 9:00 ～ 15:00※詳細→ P4 安佐動物公園 参加無料（要入園料）（来園者一人1回） ☎082（838）1111
茶摘まつり（茶会 / 流派：上田宗箇流和風会） （受付9:00 ～）10:00 ～ 15:00 縮景園清風館 茶券1,300＋入園料 ☎082（221）3620
自由工作塾 10:00 ～ 15:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　多目的広場 材料費1作品につき 100※自由参加（随時受付） ☎082（899）2811
ネイチャーゲーム 10:00 ～ 15:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　多目的広場 無料※自由参加（随時受付） ☎082（899）2811
第27回みどりの集い 10:00 ～ 15:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　多目的広場 ブースによっては有料 ☎082（899）2811
ペットボトルロケット発射体験 ①10:30 ②13:30 ヌマジ交通ミュージアム 無料（申込不要） ☎082（878）6211
ちびっこ教室「紙コップ新幹線」（対象：幼児～小学生と保護者）①11:00 ②13:00 ③14:30 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
企画展関連イベント②「糧秣支廠建物ウォッチング」（各回当日先着20人） ①11:00 ②14:00（当日各回開始30分前から受付） 郷土資料館 参加無料（要入館料） ☎082（253）6771
たね団子を作ろう～草花のたね団子～ ①11:30 ②14:00 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター　多目的広場 材料費200※自由参加（先着順）・雨天中止 ☎082（899）2811
輿真司郎トークショー ①12:00 ②16:00 JMS アステールプラザ中ホール 6,200 ☎夢番地 082（249）3571
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（要申込） ☎0829（40）4005
小倉貴久子先生による講座　古典派音楽の語法 13:00 東区民文化センタースタジオ 1 一般1,500、他 JPTA 山陽支部 jpta.sanyo@gmail.com
いま考えたい「戦争と原発と核兵器」（出演：佐々木寛） 19:00 ① Social Book Cafe ハチドリ舎②オンライン ①2,000+1ドリンク②1,500 ☎ハチドリ舎 082（576）4368

30日（日）ヒツジの毛刈り公開 ①10:30 ②13:30 安佐動物公園 大人510、高校生・シニア 170（入園料） ☎082（838）1111
ちびっこ教室「きらきら CD コマ」（対象：幼児～小学生と保護者） ①11:00 ②13:00 ③14:30 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
自然観察会（植物編）（当日先着50人） 13:30 森林公園（雨天の場合＝中止） 無料 ☎082（899）8241
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グループ紹介

なかまたち

市内を拠点に活動するサークルの情報発信、検索に広島市のポータルサイト［ひろしま情報ａ-ネット］をご活用ください。 検索 ひろしま情報ａ-ネット

「装
そう

丁
てい

を楽しむ」
―デザインに惹かれて思わず本を手に取ったことはありませんか―

文・写真: to you市民パブリシスト　梶川芳文

　広島市立中央図書館では年4回企画展が開催される。今回の企画
展のテーマは「装丁を楽しむ」で、1月14日（土）から3月21日（火・
祝）の期間で開催された。2月25日のギャラリートークには開始
30分前から先着20名の整理券を求めて参加者の行列ができた。
　会場となる2階展示ホールは、中庭を背景にした明るい快適な空
間だ。その中に整然と、テーマごとに配置された展示資料が参加者
を迎えてくれた。
　広辞苑によると装

そう

丁
てい

とは、書物を綴じて表紙をつけること。表
紙・みかえし・扉など形式面の調和美をつくり上げる技術とある。
　司書の浜田さんに先導されて、テーマごとに説明を受ける参加
者は熱心に耳を傾けている。「変わる装丁」のテーマ展示では、文庫
としては最も古い「新潮文庫」（大正3年創刊）と雑誌「暮らしの手
帖」（昭和23年創刊）が時代の移り変わりがよくわかるように並べ
られている。私は昭和40年代の「暮らしの手帖」の装画（表紙画）に
見覚えがあり、これを愛読していた亡き母の姿を想い出していた。
この花森安治氏の装画には、その時代の記憶を脳裏に刻む力があ
るように思える。
　「伝統的な装丁」のテーマの中に「袋とじ」があり、今も契約書
などに多用されている。装丁の技法は日常の身近なところで役に
立っているようだ。「変わり種！？な装丁」のテーマでは昭和49年
創刊の広島の同人誌「凡

ぼ

无
ん

鴣
ご

」が異彩を放っていた。手すきの和紙
を表紙に張り合わせ1冊ずつ糸で綴じ込まれた装丁に、中には写真

や絵が糊付けされた小冊子だ。参加者の男性は「趣味の俳句をまと
めるのに参考になる」と感心されていた。
　ギャラリートーク後半では「現代の装丁家たち」のテーマで、日
本を代表するブックデザイナーの菊地信義氏らの手掛けた本が、
作品として展示されていた。これらの作品を見ながら「本の見方が
変わりますね。これからは本の装丁も含めて作品として楽しみた
いと思います」（府中町から参加の男性）との感想があった。私も同
感である。企画した図書館スタッフは、努力が報われ「我が意を得
たり」であろうかと思う。次回の企画展を楽しみに待ちたい。
 「to you 市民パブリシストによるバックステージレポート」は3 ヵ月毎に掲載します。

「図書館資料の違った側面を楽しんでいただ
きたい」（浜田さん）

世界の装丁では重厚な「グーテンベルク聖
書」（復刻版）が紹介された。

参加者は、折り紙でミニブックを作成した。手がけた本は1万5千点超。菊地信義氏の
デザインを堪能する

現代の三味線 野澤徹也三味線合奏団 広島支部 =三味線=

『現代の三味線』は、三味線で現代的な曲を弾
いてみたい人達が、流派に関係なく週に1度集
まり自主練習する会。イス、譜面台を使い、譜
面は五線譜。メンバーは、学生時代のクラブ活
動経験者、中高年で初めて三味線を手にした
人、洋楽器と並行して楽しむ人など年齢・経験
もさまざま。上達を目指したい人は「野澤徹也三味
線合奏団広島支部」のメンバーとして、月に1度、野
澤先生のレッスンを受けることが可能です。

現代の三味線
野澤徹也三味線合奏団第9回広島定期演奏会
時／ 4 月 15 日（土）14：30 〜
会／安芸区民文化センター スタジオ　料／無料
問／（伊藤）TEL.090-7897-6800
　　　notejapan.taki@gmail.com

練習は、名井珈琲商店２階（中区国泰寺
町）。毎週木曜18時から20時。見学OK。

メンバー
募集中



広告掲載のお問い合わせ☎082（244）0750

15

●『日曜美術館』で予習
県立美術館で開催の日本伝統工芸展へ出かけた。来館前にNHK日曜美術
館「第69回日本伝統工芸展」の再放送を見て予習。番組では司会者が作家
さんの工房を訪問し入賞作品を紹介していた。美術館で本物を見ると作家
さんのお顔やアトリエ、使っておられた道具などが頭に浮かび一層興味を
引いた。上から覗き込んだり下から見上げたり美しい作品を堪能できた。
� （佐伯区　sinceさん）
☆�各地域の歴史・自然・文化が織り込まれ、長い時間をかけて繊細な手作
業によって作られた個性豊かな伝統工芸作品。その背景を映像で事前に
知ってから見るとより深く味わえていいですね。（編）

●映画『スラムダンク』
映画『スラムダンク』を観に行って、感動しました。アニメだから…と侮っ
ていましたが、試合の描写も素晴らしいし、物語も良かったです。日本のア
ニメは世界に誇れると思います。
� （呉市　髙橋敏充さん）
☆�フルCGを用いた臨場感たっぷりの動きが良かったですね。約20年前に
放送されていたアニメが時代を超えて蘇り、懐かしさも感じました。韓国
でも大人気らしく、本当に世界に誇れる作品ですね。（編）

●「to you」とともに文化散歩
「to�you」は、広島の文化向上発展に大変役立っていると思います。芸術鑑
賞が好きな私には、とても重要なマガジンです。もう、この3月で468号
となるのですね。発行当時から、カバンに入れてチェックするのが楽しみ
です。写真や記事にも新しい発見があります。web版よりも私は、このマ
ガジンが好きです。ページをめくりながら、明日の文化散歩をどうしよう
かと楽しんでいます。� （中区　舟入のかっちゃんさん）
☆�いつもご愛読いただきありがとうございます。ゆっくり見たり、お気に
入りのイベントを見つけたりするには紙のマガジンが便利ですよね。こ
の春も「to�you」を片手に文化散歩を楽しんでください♪（編）

●竹廣國敬　画業回顧展　身近なものへのまなざし70年
1933年生まれ・90歳です。三次市出身。20歳、県
美展入選。その作品は「自分で持っておくように」と師
から。よき師に恵まれデッサンを基軸にした作品展
開。対象は風景・人物・家族・静物。表現は具象・心象・
抽象と多彩です。「心惹かれるままに無心に」がモッ
トー。家族や皆様に支えられての歩み、感謝一杯です。
作品は大小100点です。画集も発行（2018）。
▶時／4月5日（水）～11日（火）
　　　10：00～ 17：00　初日13：00から
　　　最終日15：00まで
会／ギャラリーブラック　料／入場無料　問／TEL.082-211-3322

●響き合うバロック
　～チェンバロとバロックチェロで奏でる～
チェンバロ小田郁枝とバロックチェロ永瀬拓輝のコンサー
ト。プログラムはボワモルティエのチェロソナタ、ラモーの
ガヴォット変奏曲などフランスバロックの珠玉の作品を中
心に、バッハの無伴奏チェロ組曲第1番プレリュードほかを
演奏します。現代のピッチより約半音低いバロックピッチで
奏でる豊かで温かい響きをお楽しみください。
▶時／4月14日（金）19：00～
会／東区民文化センター�スタジオ1
料／一般3,000円、高校生以下1,500円
問／小田　TEL.090-7508-2012

●合唱団そら第22回メサイア全曲演奏会
私たちは純正調のハーモニーを目指し、それを楽しんでいる
合唱団です。春は、宗教曲を中心とした、オーケストラ付きの
曲を、秋は、無伴奏の合唱曲を中心に演奏会を行っています。
今回は2019年のフォーレ＝レクイエム以来、オーケスト
ラとの共演が楽しみです。第22回メサイア全曲演奏会をお
楽しみください。
▶時／4月16日（日）13：30～
会／安芸区民文化センター�ホール　料／全席自由　1,500円
問／野内TEL.0829-36-2765　 John-b@do7.enjoy.ne.jp

●～あの日からまもなく80年～藤登弘郎　水彩画展
今年8月6日、広島は原爆が投下されて78年目を迎
えます。広島は「最初の被爆地」となりましたが、長崎
が「最後の被爆地」となることを願っています。地元の
人たち、G7サミットで来られる国外・県外の人たち
に広島の惨禍を一人でも多くの方々にもっと知って
もらいたいと被爆建物、被爆樹木、地蔵、遺品などの絵
の（70点）展示会を開催します。
▶時／5月2日（火）～6日（土）
　　　9：00～ 17：00（最終日16：00まで）
会／広島県民文化センター�地下第2展示室
料／入場無料　問／藤登　TEL.082-888-4705
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■お便り大募集　イベントや「to�you」の感想、身近な出来事などを200
字程度にして表紙右上の宛先に「to�you�Mail�Box」係と書き添えて郵送・FAX・E
メール等でお送りください。抽選で以下をプレゼントします。（プレゼント名を明記）

【プレゼント】❶映画『ワン・セカンド 永遠の24フレーム』鑑賞券（3組6名
様）※詳細→P2　❷「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」鑑賞券（5組10名様）※詳細
→P2　❸お気軽 昼コンサート ひのっ子名曲コンサート鑑賞券（2組4名様）※
詳細→P4　◆締切／❶4月4日(火)必着  ❷❸4月10日（月）※当日消印有効

■ひとこと告知板　投稿募集
　「イベント告知」「メンバー募集」など、市内で活動している文化団体・サークル・
個人の方などのスペースです。掲載希望の方は掲載文（タイトル・紹介文・時・会・
料・問で200字程度）、写真やイラスト等とともに、掲載希望月の前々月20日ま
でにお送りください。
TEL.082-244-0750　 to-you@cf.city.hiroshima.jp 詳細は

HP参照

《ベンガラの里》
（2016年/油彩）

原爆ドーム
（広島県産業奨励館）
世界遺産

ひとこと告知板、Mail�Box、ひろしまカレンダーへの投稿は、
メール・FAX・郵送のほか、こちらのフォームからも投稿できます
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