
 
 

 

件名 「ひろしまの夏の芸術祭 2010」の開催について 
 

《概 要》 

  文化芸術面における本県の新たな魅力の創出を図るため，昨年に引き続き「ひろしま夏の

芸術祭 2010」を開催する。（開催期間 ７月３日（土）～９月５日（日）） 

  

 「ひろしま夏の芸術祭 2010」の特徴 

  １ 開催期間を大幅に延長 

（平成２１年）           （平成２２年） 

約２０日間（８月１１日～３１日）→ 約２か月間（７月３日～９月５日） 

 

 

２ オープニングコンサートを環境啓発イベントと同時開催 

と き：７月７日（水）１８：００～ 

ところ：広島市・福山市・三次市の３会場 

内 容：環境啓発展示や広島交響楽団などの演奏終了後，ライトダウンを行う。 

 

 

 

 

 

 

３ 広島をテーマにした創作神楽を上演 

広島をテーマにした新たな神楽の演目を創作し，本県を代表する伝統芸能である神楽を

通して本県の歴史文化を県内外にアピールする。 

と き：９月５日（日）１４：００開演 

ところ：ＡＬＳＯＫホール 

プログラム：「安達ヶ原」   川北神楽団（安芸太田町）   

｢大江山」    原田神楽団（安芸高田市） 

       創作神楽「厳島」琴庄
きんしょう

神楽団（北広島町） 

 

 

 

 

 

昨年のメインコンサート（Ｈ２１．８．３１） 
 神楽とオーケストラの世界初の共演 
  「オロチ～火と水への讃歌」（広島交響楽団，北広島神楽団） 

七夕ライトダウン 

 地球温暖化防止のため，環境省が中心となってライトアップ施設の消灯を呼びかける取組。 

毎年７月７日の夜８時から１０時までの２時間，全国のライトアップ施設に一斉消灯を呼びか

けている。 

平成２２年６月２９日 
 担当課 文化芸術課 
 担当者 宮本・池田 
 内 線 2722 
 直 通 082-513-2722 

 



「ひろしま夏の芸術祭」事業の概要 

 

（１）オープニングコンサート 

7月 7日（クールアース・デー）におけるライトダウンキャンペーンの一環として，県内３箇所でオープニン

グコンサートを開催する。 

日   程 開  催  会  場 演 奏 者 内    容 

広島市 

（西部） 

旧日本銀行 広島

支店 
・広島交響楽団（弦楽四重奏） 

福山市 

（東部） 

県民文化センター

ふくやま 

・広島交響楽団（弦楽四重奏） 

・福山市立女子短期大学保育科 

 

７月７日 

（水・七夕）

三次市 

（北部） 
サングリーン 

・広島交響楽団（金管五重奏） 

・広島県立三次高等学校吹奏楽部 

・環境啓発展示 

・オープニングコン

サート 

・七夕(クールアー

ス・デー)ライトダ

ウン ほか 
 

（２）クラシックセミナー 

   県内９市町において，広島交響楽団員等のプロの音楽家を講師に児童・生徒や愛好家を対象とした管弦打楽器

のセミナー・クリニックを行う。 

日   程 開  催  会  場 対 象 楽 器 

7月 3日(土), 

4(日)，10日(土) 
広島市 旧日本銀行 広島支店 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ，ｳﾞｨｵﾗ，ﾁｪﾛ，ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ 

7 月 3日(土) 江田島市 大柿公民館 ｸﾗﾘﾈｯﾄ，ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ，ﾁｭｰﾊﾞ，ｻｸｿﾌｫﾝ，ｽﾈｱﾄﾞﾗﾑ 

7 月 4日(日) 安芸高田市 
安芸高田市民文化センタ

ー(クリスタルアージョ）
ｸﾗﾘﾈｯﾄ，ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ，ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ，ﾁｭｰﾊﾞ，ｻｸｿﾌｫﾝ

7 月 10日(土) 熊野町 熊野町公民館 
ｸﾗﾘﾈｯﾄ，ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ，ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ，ｻｸｿﾌｫﾝ，ｽﾈｱﾄﾞﾗ

ﾑ 

7 月 11日(日) 世羅町 県立世羅高等学校 ﾌﾙｰﾄ，ｸﾗﾘﾈｯﾄ，ﾎﾙﾝ，ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ，ｻｸｿﾌｫﾝ 

7 月 23日(金) 庄原市 庄原市民会館 ﾌﾙｰﾄ，ｸﾗﾘﾈｯﾄ，ﾎﾙﾝ，ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ，ｽﾈｱﾄﾞﾗﾑ 

7 月 24日(土) 竹原市 竹原市民館 ﾌﾙｰﾄ，ｸﾗﾘﾈｯﾄ，ﾎﾙﾝ，ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ，ｻｸｿﾌｫﾝ 

8 月 9日(月)， 

10 日(火) 
神辺文化会館 

8月 11日(水) 

福山市 
ふくやま芸術文化 

ホール 

ﾌﾙｰﾄ，ｵｰﾎﾞｴ，ｸﾗﾘﾈｯﾄ，ﾌｧｺﾞｯﾄ，ﾎﾙﾝ 

8 月 12日(木) 廿日市市 
はつかいち文化ホール 

さくらぴあ 
ﾁｪﾛ，ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ，ｸﾗﾘﾈｯﾄ，ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ，ｻｸｿﾌｫﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (３）街角コンサート 

   県内各地でプロの音楽家やアマチュア音楽団体等が室内楽や吹奏楽等のミニコンサートを行う。 

と き ところ 出演団体 

7月3日(土） 16：00～ 江田島市 大柿公民館 広島交響楽団（金管五重奏） 

7月4日(日） 16：00～ 安芸高田市 ゆめタウン 吉田店 広島交響楽団（金管五重奏）ほか 

7月10日(土） 17：00～ 熊野町 フジ 熊野店 広島交響楽団（金管五重奏） 

7月10日(土） 17：30～ 広島市 旧日本銀行 広島支店 広島交響楽団（弦楽五重奏） 

7月11日(日） 16：00～ 世羅町 せら文化センター 広島交響楽団（木管五重奏） 

7月20日(火） 17：00～ 広島市 紙屋町シャレオ 広島交響楽団（弦楽四重奏）ほか 

7月20日(火） 17：30～ 三原市 芸術文化センター ポポ

ロ 

広島交響楽団（木管五重奏）ほか 

7月20日(火） 19：00～ 府中市 府中市生涯学習センター 広島交響楽団（弦楽四重奏） 

7月23日(金） 18：00～ 庄原市 庄原市役所 広島交響楽団（金管五重奏） 

7月24日(土） 14：00～ 広島市 そごう 広島店 広島交響楽団（弦楽四重奏） 

沖田孝司（ビオラ），千春（ピアノ）

7月24日(土） 18：00～ 竹原市 たけはら美術館内 文化

創造ホール 

広島交響楽団（金管五重奏） 

8月１日(日) 13：00～ 広島市 福屋広島駅前店 広島交響楽団（弦楽四重奏） 

沖田孝司（ビオラ），千春（ピアノ）

8月１日(日) 14：00～ 広島市 ゆめタウン広島店 広島交響楽団（弦楽四重奏）ほか 

8月７日(土) 15：00～ 広島市 天満屋広島八丁堀店 広島交響楽団（弦楽四重奏）ほか 

8月８日(日) 12：30～ 広島市 広島県立美術館 白井朝香（フランシスター） 

8月9日(月） 11：00～ 福山市 まなびの館 ローズコム 広島交響楽団（木管五重奏） 

8月9日(月） 14：00～ 広島市 オタフクソースWoodEgg

お好み焼館 

広島交響楽団（弦楽四重奏）ほか 

8月11日(水） 18：30～ 廿日市市 はつかいち文化ホール 

さくらぴあ 

クレPAPA＆プリMAMA（コーラス） 

8月13日(金） 11：00～ 福山市 イトーヨーカドー・天満屋

ポートプラザ（ポートモ

ール） 

福山市立中学校・高等学校 

8月17日(火） 18：00～ 大竹市 ゆめタウン大竹店 広島交響楽団（弦楽四重奏）ほか 

8月22日(日） 14：00～ 三次市 サングリーン 広島交響楽団（弦楽四重奏） 

8月22日(日） 16：00～ 北広島町 サンクス 広島交響楽団（木管五重奏） 

8月28日(土） 14：00～ 広島市 天満屋広島アルパーク店 沖田孝司（ビオラ），千春（ピアノ）

ほか 

8月29日(日） 13：00～ 廿日市市 はつかいち文化ホール 

さくらぴあ 

さくらぴあ市民オペラ管弦楽団 

8月29日(日） 14：00～ 広島市 天満屋広島アルパーク店 出演団体募集中 

9月１日(水) 14：00～ 府中町 イオンモール広島府中ソ

レイユ 

広島交響楽団（弦楽四重奏）ほか 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(４）美術館セミナー 

   県内８美術館において，プロの画家等を講師に，児童・生徒や愛好家を対象とした美術の製作指導等を行う。 

日   程 開  催  会  場 内     容 

7月 11日(日） 尾道市 耕三寺博物館 耕三寺彩色補修の模擬体験 

7月 17日(土） 東広島市 東広島市立美術館 絵本の読み語りと模写 

7月 24日(土） 福山市 しぶや美術館 ソーラー版画の制作 

7月 31日(土） 竹原市 たけはら美術館 三原色を使ったスケッチ 

8月 7日(土） 広島市 広島県立美術館 縮景園の写生（雨天時は所蔵作品模写）

8月 7日(土）， 

8日(日） 
呉市 蘭島閣美術館 人物デッサンと植物の水彩画教室 

8月 20日(金）， 

24日(火） 
廿日市市 はつかいち美術ギャラリー ストロー，空き缶を使った工作教室 

8月 22日(日） 尾道市 圓鍔記念館 ブロンズ粘土を使った自刻像制作 

  

(５）ミニ神楽公演 

県内６市町において，県内神楽団によるミニ公演を開催する。 

とき 市町 会場 出演神楽団・演目 

7月24日（土） 広島市 県立美術館 水内神楽団「紅葉狩」「悪狐伝」 

7月24日（土） 北広島町 千代田開発センター 南方子ども神楽団「悪狐伝」， 

東山子ども神楽団「土蜘蛛」， 

山王子ども神楽クラブ「大江山」 

8月 7日（土） 福山市 福山市神辺文化会館 原田神楽団「桜井の駅」「土蜘蛛」 

8月 8日（日） 熊野町 熊野町民会館 山王神楽団「紅葉狩」「八岐大蛇」, 

くまの子ども神楽 With ファミリー「悪狐伝」

8月21日（土） 神石高原町 神石公民館 大塚神楽団「土蜘蛛」「羅生門」, 

油木八幡神社子ども会神楽部「大黒舞」ほか

8月29日（日） 大崎上島町 大崎上島文化センター 東山神楽団「土蜘蛛」「伊服岐山」 

 

(６）メインコンサート 

ひろしまをテーマとした創作神楽公演を開催し，県民に優れた神楽の鑑賞機会を提供するとともに，県内外

へ新たなひろしま文化を発信する。 

① 日 時 平成２２年９月５日（日）１３：００開場，１４：００開演 

② 場 所 ＡＬＳＯＫホール 

③ 内 容 

【伝統を受け継ぐ】 「安達ヶ原」    川北神楽団（安芸太田町） 

【深化する神楽】  「大江山」    原田神楽団（安芸高田市） 

【新たなる挑戦】  創作神楽「厳島」 琴庄神楽団（北広島町） 

④ 入場券 Ｓ席２，５００円（１階席），Ａ席２，０００円（２階席）  

        ７月１９日（月）発売開始  

 


