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島の輪がつながる。人の和でつなげる。 

「瀬戸内しまのわ２０１４」 

民間企画イベント（広島県分）の発表（第１回）について

来年３月２１日から開催される瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ２０１４」の民間企画

イベント（１０１件）について決定したので，その概要を発表します。 

 
【「瀬 戸内しまのわ 2014」について】 

穏やかな気候，美しい景観，豊かな自然，おいしい海の幸や歴史が積み重なるアートや文化，伝統など，

世界に誇れる瀬戸内海の魅力を広く発信していくため，広島県・愛媛県は，瀬戸内海国立公園指定８０周

年を迎える 2014 年に「瀬戸内しまのわ 2014」を開催  
開催期間：平成２６年３月２１日（金・祝）～１０月２６日（日） 
開催エリア：広島県・愛媛県の島しょ部及び臨海部 

        広島県／広島市，呉市，竹原市，三原市，尾道市，福山市，東広島市，廿日市市， 
江田島市，大崎上島町 

        愛媛県／松山市，今治市，上島町 
イベント構成：実行委員会が実施するオープニングイベントや季節に応じたメインイベントのほか，自

治体等，民間が企画・実施するイベントなどを展開 

  今回，こちらのイベントを発表！ 

 

【民間企画イベントについて】 

１ 民間企画イベントの概要について 

「瀬戸内しまのわ 2014」において，個人，地域住民グループ，ＮＰＯ，企業等が主 

体的に実施し，終了後も継続的な取り組みが期待され，開催エリアへの誘客につなが

る「民間企画イベント」を募集（Ｈ25.10.11～Ｈ25.11.29）し，このたび，１０１件

を，「瀬戸内しまのわ 2014」の民間企画イベントとして決定しました。 

  ≪市町別内訳≫ 

市町名 広島市 廿日市市 江田島市 呉市 東広島市 竹原市 大崎上島町 三原市 尾道市 福山市 計 

企画数 12 7 9 17 2 3 6 14 23 8 101

 

２ 民間企画イベントのブラッシュアップについて 

   民間企画イベント（101 件）の中には，県が，ノウハウを持った専門家を地域に派

遣して，個別相談会やワークショップを実施し，「瀬戸内しまのわ 2014」へ向け，各

団体等がイベントの磨き上げ等に取り組んだイベントが７４件含まれる。 

 

３ 今後の予定について 

   以降も期間を定めて募集していく予定 
 

資 料 提 供 
平成 25 年 12 月 24 日 
瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」実行委員会事務局

広島県：プラットフォーム事務局 

担当 濱口・奥山（内線 3450 直通：082-513-3450） 
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■ 主な民間企画イベントについて 

 

地

区 
市町 

「企画名」 

（団体名） 
企画内容 開催日程 備考 

「島の蔵『華鳩(はなは

と)』の蔵開き」 

 

(榎(えのき)酒造㈱) 

島の酒蔵を地域の人や観光客に開放し，

伝統産業である酒造りを実感しながら楽

しいひとときを過ごしてもらう。 

4/29(祝・

火）～ 

5/5（祝・

月） 

「一箱古本市(ひとはこふ

るほんいち)」 

 

(くれ BookStreet 実行

委員会) 

街中の通り沿いでフリーマーケット形式

で行う古本市を「華鳩」（榎酒造）の蔵開

きに合わせて音戸で実施。本を通しての

交流・賑わいを創出 

4/29（祝・

火） 
西

部 

呉市 

(音戸) 

 

「音戸のまちかど舟唄

塾」 

 

（音戸の舟唄保存会） 

榎酒造の酒蔵で，地元の人との交流しな

がら，手ぶらで楽しめる音戸の舟唄教室 

（「島の蔵『華鳩』の蔵開き」期間は，毎

日開催） 

毎月第 1

火曜日 

及び 

4/29～5/5

（祝・月） 

○ワークショップをきっかけ

に連携が実現 

 

○いずれの企画も，メインイベ

ント「音戸の瀬戸 花まつり」

（3/29～5/11）の期間中にも実

施され，相乗効果による誘客が

期待される。 

 

○音戸のまちかど舟唄塾は，10

月からプレ実施中（毎月第 1

火曜日） 

大崎 

上島町 

 

「わんぱく塾」 

 

(大崎上島シーカヤッ

ク) 

 

 

シーカヤック体験や，島の人々による雑

学塾，キャンプといったアクティビティ

を通じて，自然の中で生きる力や，家族・

仲間・命の大切さを学ぶ２泊３日の子供

向けの体験メニュー 

7/28（月）

～30（水） 

 

8/3（日）

～5（火） 

○子供向け体験プログラムを

新たに造成 

○メインイベント「ぼくたち、

わたしたちの夏休みｉｎ大崎

上島」の中でも体験メニューの

１つとして紹介 

「春めぐり IN 安芸津

2014」 

 

(春めぐり IN 安芸津

2014 実行委員会) 

柄酒造㈱の蔵開きに合わせ，安芸津名物

のカキ料理やお茶席，仙三郎(せんざぶろう)

まんじゅうの出店により安芸津の春を楽

しむイベント 

4/13（日） 
中

央 

東広島

市 

（安芸

津） 

 

 

 

 

「万葉の里あきつ町並

ウォーキング」 

 

(安芸津観光協会) 

近世に御蔵所(おくらしょ)と酒で栄えた港

町，安芸津町三津地区を中心に旧所・名

跡をたどる道程約５km を歩くウォーキン

グイベント。（しまのわを契機に春めぐり

in 安芸津とも連動） 

4/13（日） 

○ワークショップをきっかけ

に両イベントの連携が実現 

 

福山市 

(内海) 

「内海町海辺のてんこ

もり市」 

 

(内海町海辺のてんこ

もり市実行委員会) 

新鮮な魚介類をはじめ，特産品などを提

供する内海町の魅力がいっぱいの市場を

しまのわの期間中定期的に開催 毎月第２

土日 

○不定期開催⇒定期開催 

○水産品のみ⇒農産品や菓子

類も出店 

 

三原市 

(三原

港・佐

木島) 

「お地蔵さんを探せ in

さぎしま」 

 

(みはらまちづくり兎

っ兎(とっと)) 

誰でも気軽に参加できる島めぐり。「みは

らまちづくり兎っ兎」(三原港)を起点に

マップと参加パスポートを持って，佐木

島内にある 88か所のお地蔵さんを探して

巡る。 

3/21 

～10/26 

(全期間) 

○新規イベント 

 

東

部 

尾道市 

(向島) 

「女性サイクリング 

恋で走って島めぐり」 

 

(よもそろガールズ向

島) 

女性の女性による女性のためのサイクリ

ングイベント。向島のビュースポットで

休憩しながら，ゆっくりのんびりポタリ

ング。向島のおもてなしを感じていただ

く。 

10 月上旬

予定 

○新規イベント 

 



■民間企画イベント（平成25年12月決定）　季節別一覧 春 夏 秋

Ａ Ｂ Ｃ

【通年イベント　（春～秋）】 ※企画の内容や実施時期は変更となる場合があります。

日程

1 広島市
ＮＰＯ法人まちづくりコミュニティデザイン研究
所

「しまのわ」瀬戸内　島の物産展及び島の匠
展

広島港にある「山海ステーション」内に「瀬戸内 島の物産コー
ナー」を新設し，島のお土産・物産等を販売。各島で工芸等を
している匠の製作物を月替わりで展示紹介する。

春 夏 秋 3／21～10／26

2 広島市
ＮＰＯ法人まちづくりコミュニティデザイン研究
所

ひろしまみなとマルシェ

都市型生産者直売の大型産直市。広島港の広場で毎月第1・
3日曜日に青空の中，緑のパラソルのもと，生産者自らがオ
シャレなディスプレーで販売

春 夏 秋
しまのわ期間中
毎月第1，3日曜

3 広島市 ＮＰＯ法人　広島アニメーションシティ
宮島文庫プロジェクト
～しまのわライトノベルコンテスト～

瀬戸内をテーマにしたライトノベルコンテスト
瀬戸内の魅力の情報発信や参加者の交流を促進

春 夏 秋
  3／21 告知
  8／17 締切
10／19 入選

4 広島市 広島湾ナイトクルージング実行委員会 広島湾ナイトクルージング

広島の海の玄関口「広島港」を出発し，夕日に染まる瀬戸内
海の多島美やライトアップされた広島湾岸の夜景を眺めるク
ルージング

春 夏 秋 3／22～10／26

5 広島市 SUPPOSE　DESIGN　OFFICE THINK

「行為が空間に名前を付ける」をコンセプトに，月に1度，様々
なジャンルの第一線で活躍する著名人をゲストに招き，対談を
行うトークプロジェクト

春 夏 秋
しまのわ期間中
月1回不定期

6 広島市 東京藝術学舎 ふるさとという 前線２０１４“しま学”

公開講座を通して，関東圏の人びとと広島県の島の人びとの
相互交流を図るためのきっかけをつくりだす。島を学び，ふる
さとを知る“しま学”

春 夏 秋
4月～6月（東京）
7月～9月（広島）

7 廿日市市 宮島弥山を守る会
毎月21日は弥山を守る日　宮島弥山清掃
登山

毎月21日は「弥山を守る日」
弥山登山を楽しみながら登山道の清掃活動を実施

春 夏 秋
しまのわ期間中
毎月21日

8 廿日市市 宮島弥山を守る会 弥山に願いを　ぬり絵しおり
宮島弥山の島影は観音様が横たわっているよう見える。この
島影を施した「しおり」にぬり絵して願い事を書こう。

春 夏 秋 3／21～10／26

9 廿日市市 NPO法人おおのの風 新・みやじま紀行２０１４

宮島の歴史・文化・自然を五感で楽しむニューツーリズム。宮
島の魅力を様々な角度から，講座とフィールドワークを通し
て，学びながら宮島の魅力を深耕！

春 夏 秋 4月～10月

10 江田島市 江田島市竹炭工房おおがき
竹炭工房おおがき　～竹ちゃんマンと学ぼう
や～

きんさい江田島へ！寄りんさい大柿へ！遊びんさい竹炭工房
で！
竹炭体験・竹細工・陶芸教室などを毎月開催

春 夏 秋 3／21～10／26

11 江田島市 江田島カヌークラブ カヌー＆サムシング
「カヌーとキャンプ」，「カヌーと寺子屋体験」など，カヌーとその
他のレジャーを組み合わせた体験を提供

春 夏 秋 5月～10月

12 呉市 音戸の舟唄保存会 音戸のまちかど舟唄塾

榎酒造の酒蔵で行う舟唄塾
地元の人と一緒に唄を楽しむ，手ぶらで楽しむ音戸の舟唄教
室

春 夏 秋
しまのわ期間中
毎月第1火曜

13 呉市 NPO法人安芸灘とびしま海道観光協会 とびしま写真コンテスト
とびしま海道の写真をプロ・アマ問わず募集する写真コンテス
ト。優秀者には，豪華賞品あり

春 夏 秋
3／21～8／31募集
9月下旬　表彰

14
大崎上島
町

大崎上島ファンズ シークレットファーム

農園をこっそり解放し，オリーブ小道の散策などゆったりした
時間を楽しむ場所を提供。偶然出会えた方にはささやかなお
もてなしを行うとともに，不定期にコンサートや交流会を実施

春 夏 秋 3／21～10／26

15
大崎上島
町

ホテル清風館 島の特産料理食べ歩きスタンプラリー

島の特産料理を提供し，スタンプラリー形式で楽しめる。
スタンプを集めた方はオリジナルデザートと飲み物をサービ
ス！

春 夏 秋 3／21～10／20

16
大崎上島
町

大崎上島町食文化海藻塾 大崎上島町食文化海藻塾

大崎上島町の四季の海藻採取体験ができる磯の自然観察
会。採取した海藻を使った標本作りなどを通じて，瀬戸内の自
然や食文化を学ぶ。

春 夏 秋

4／13
5／17
6／14
以降毎月１回

17
大崎上島
町

大崎上島シーカヤック シーカヤック体験
大崎上島町の大串海水浴場湾内で，一人乗りや二人乗りシー
カヤック体験による海遊び！

春 夏 秋
5／25
6／8

18 三原市 みはらまちづくり兎っ兎 お地蔵さんをさがせ！Inさぎしま

誰でも気軽に参加できる島めぐり。「みはらまちづくり兎っ兎」
を起点にマップと参加パスポートを持って，佐木島内にある88
か所のお地蔵さんを探して巡る。

春 夏 秋 3／21～10／26

19 三原市 しまなみビスタクルーズ 多々羅大橋＆ひょうたん島ミニクルーズ

ひょうたん島と多々羅大橋を巡る約４０分のミニクルージング。
広島県と愛媛県の県境を渡る。オープンデッキで波静かな瀬
戸内海の風景を満喫

春 夏 秋
3／21～10／26
（要問合せ）

20 三原市 しまなみビスタクルーズ
観光マリンタクシー＆チャータークルージン
グ

通常の航路にはない希望の港から出発。ランチクルーズや船
上バーベキュー・船上パーティーなど。「低料金でリッチな気
分」を。

春 夏 秋
3／21～10／26
（要問合せ）

21 三原市 小佐木まるごと体験部
ゆったり　こさぎしま　まるごと体験ツアー
（AKB２８ツアー）【Aあいする  Kこじまで  B
びゅーていふる28時間】

なあんにもない瀬戸の小島を楽しむゆったり体験ツアー。こさ
ぎじま＆灯台探検などの体験プログラムあり。瀬戸の暮らしや
魅力を体験してもらう。

春 夏 秋
5月上旬～9月
（計5回予定）

22 尾道市 SHIGEI-NOIE INTO　BASE（イントーベース）
「島の魅力発信所」開設
ギャラリースペースを活用した島のパネル展を実施

春 夏 秋 3／21～10／26

23 尾道市 おのみち地域SNS研究会 しまなみスケッチ大賞
しまなみ海道周辺を主題としたハガキサイズのスケッチ画コン
テストを実施

春 夏 秋
3／21～10／26
（要問合せ）

24 尾道市 うみかぜ草園 うみかぜ草園の自然体験

因島，生口島などにあるうみかぜ草園の畑で自然体験。
無農薬無肥料のかんきつ収穫体験，「海の畑」で子どもキャン
プ，マクロビオティック合宿など。

春 夏 秋
3／21～10／26
（要問合せ）

25 尾道市 尾道手工房 手しごと天使のお店

尾道駅裏徒歩２分のアパートの一室で，手しごと作品の販売と
手しごと教室を実施。コミュニケーションスペース・尾道の町の
紹介もできる空間づくり。

春 夏 秋

しまのわ期間中
毎月第1，3日曜
毎月第2，4土曜ほ
か

26 尾道市 尾道子ども劇場 子ども文化体験プロジェクト

地域の子どもたち，または親子が文化的な体験をするプログ
ラムを多数実施。感性豊かな子どもを育てることを目的に舞台
鑑賞・子ども市などを企画

春 夏 秋
しまのわ期間中
3／26ほか
（要問合せ）

27 尾道市 株式会社サイクルポートプランニング 磯あそび-ＬＩＶＩＮＧ　ＭＵＫＡＩＳＨＩＭＡ-

瀬戸内海「しまなみ海道」，尾道から５分で行けるナチュラルリ
ゾート「向島」での食の恵みをテーマとした磯遊び体験とサイク
リング

春 夏 秋
4月～10月
（要問合せ）

28 尾道市 おのみち家族の台所 アースデイマーケット　おのみち家族の台所

毎月第１日曜に開催する安心安全にこだわった農産品や加工
品の販売イベント。「食は命の源」をモットーに生産者と消費者
を安心でつなぐ取組

春 夏 秋
しまのわ期間中
毎月第1日曜

季節

時期

企画名 内容№ 市町区分 団体等名称



日程季節

時期

企画名 内容№ 市町区分 団体等名称

29 尾道市 因島除虫菊の里連絡協議会 除虫菊まつり

かつて除虫菊は因島のトレードマークだった！
ワークショップ「除虫菊線香をつくろう！」のほか，季節に応じ
て写真撮影会や菊花品評会などを開催

春 夏 秋
しまのわ期間中
4／20以降
（要問合せ）

30 福山市 NPOぬまくま民家を大切にする会 一閑張・柿渋染め教室

かつて備後地方の特産であった「備後渋」。
竹細工に和紙を貼り，塗料に柿渋を使った小物づくりワーク
ショップで，昔ながらの一閑張が楽しめる。

春 夏 秋
しまのわ期間中
毎月第1，２，４土曜

31 福山市 内海町海辺のてんこもり市実行委員会 内海町海辺のてんこもり市
新鮮な魚介類をはじめ，特産品などを提供する内海町の魅力
がいっぱいの市場を開催

春 夏 秋
しまのわ期間中
毎月第２土曜・日曜

32 福山市 とも・潮待ち軽トラ市実行委員会 とも・潮待ち軽トラ市

とも・潮待ち軽トラ市の会場に、軽自動車で商品を搬入し、決
められたコマ内で商品（各事業所商品・農産物・海産物・フリマ
商品等）を販売

春 夏 秋
しまのわ期間中
毎月第４日曜

33 福山市 天野実業　株式会社
瀬戸内あじのわプロジェクト
～おかんの味をお土産に～

瀬戸内の島々で親しまれている郷土料理（汁物系）のレシピを
持ち寄って，お土産づくりワークショップを開催。優れたレシピ
は，フリーズドライ化し，「しまのわ」のお土産として販売

春 夏 秋
しまのわ期間中
不定期

34 福山市 横島漁業協同組合 横島底曳網観光
内海町沖で底曳網漁を体験し、船上または筏で獲れたての魚
料理を堪能していただく。

春 夏 秋
4月中旬～10月末
頃

【春イベント　（春～夏，春・秋を含む）】 ※企画の内容や実施時期は変更となる場合があります。

日程

35 広島市 地ビールフェスタinひろしま実行委員会 地ビールフェスタinひろしま2014（仮称）

広島の呉ビールなどをはじめ，中国地方を中心に全国からク
ラフトビールが集合。また，ビールに合う瀬戸内のフードブース
やマルシェ（予定）なども登場

春 4／19～4／20

36 広島市 広島ものづくり実行委員会
Hiroshima　ものづくり　青空フェスタ
『～広島発！青空の下「ものづくり」でつな
がる・ひろがる世代交流～』

日頃の制作活動の発表，得意なことを活かし仕事・趣味を楽し
み，生きがいや生活の糧として，ものづくりのまち広島のPRを
目指し開催

春 5／18

37 廿日市市 宮島弥山を守る会 弥山に願いを　みせんみちPJ（プロジェクト）

願い事を書いた空きペットボトルを持参し，宮島の砂を入れ
て，登山道の土砂流出など原状回復活動を楽しみながら弥山
登山

春 3／21

38 廿日市市 Ｒｉｎ　Ｓｔｕｄｉｏ
箏一会（こといちえ）
”Miyajima Rockville Paradise”

宮島の歴史・自然を感じられる旅館 岩惣での現代箏曲を中心
としたライブコンサート

春 5／17

39 廿日市市
瀬戸内海国立公園宮島地区
パークボランティアの会

宮島弥山登山道植物観察会
弥山原始林植物マップを使って，弥山登山道（大聖院コース・
紅葉谷コース）をパークボランティアがご案内

春 5／25

40 江田島市 えたじま手づくり市実行委員会 えたじま手づくり市
島の特産品に花や野菜，お菓子と美味しい食べ物，たくさんの
手づくり品が集まって，光源寺の境内が小さな市場となる。

春 4／27

41 江田島市 ぐるぐる海友舎プロジェクト実行委員会
ぐるぐるしましまあるある
-瀬戸内の島々をぐるりとつなぐ-

江田島に残る築100年の歴史的建造物である「海友舎」で，
島々で活動する人が集まり，島での取組「島活」を発表・紹介
し合い，課題を共有し，解決法を探る。

春 5／24～5／25

42 江田島市 おおがき島ひきおに実行委員会 おおがき島ひきおに カヌー教室

カヌーの操船基礎を習得し，大柿の海の美しさを体感して楽し
く過ごしてもらう教室。親子・子供・大人，どなたでも参加できる
教室

春 夏 5／25～6／22

43 呉市 手あそびの会 音戸のおかんアート美術館
音戸のおかん達による手づくりアート作品の展示
※来場者へ作品の小物プレゼント（数に限りあり）

春
3／21～3／27
（事前予約制）

44 呉市 とびしま柑橘倶楽部 第2回　れもん祭り

とびしま海道のレモンを使用し，「食」「遊ぶ」「音楽」「学ぶ」の
ジャンルで企画・参加者を集め，地域をレモン一色で盛り上げ
る。

春 3／23

45 呉市 株式会社県民の浜蒲刈 広島県の鳥（アビ鳥）の講演及び観察会
広島県の鳥「アビ」の講演及び観察会。アビの生態等について
の講演を行い，県民の浜黑鼻岬より望遠鏡でアビを観察

春 3／23

46 呉市 音戸まちなみガイドの会 音戸の瀬戸　健脚ハイキング

潮風かおる音戸の丘から絶景を楽しみながらハイキング。〇
恵下山健脚コース（桜・メガソーラー・音戸の瀬戸），〇三子島
の塩山健脚コース（日本一の塩山・コンクリート船など）

春 3／30

47 呉市 天仁庵
天仁庵　女性作家による器と暮らしのすす
め

島の風景の中で道具としての器ではなく，心の豊かさを与える
器作りを心がけている女性作家ならではの感性を楽しめる展
示会

春 4／4～4／9

48 呉市
一般財団法人　倉橋まちづくり公社　くらはし
桂浜温泉館

くらはし海釣り大会

釣り大会を通じ，瀬戸内の環境保護を呼びかけ，釣りマナー
の向上を図り，家族や仲間と一緒に美しい倉橋を満喫してい
ただく企画

春 4／13

49 呉市 Blue　Project クレ　レンガパークマーケット　in　spring

海をテーマとした「シーシャツ展」：Tシャツ等に海をテーマにし
た作品の展示販売。その他，参加者の作品展示。オープンカ
フェ。呉地域の観光案内を実施

春 4／27

50 呉市 榎酒造　株式会社 島の蔵「華鳩」の蔵開き

島の酒蔵を地域の人や観光客に開放し，伝統産業である酒造
りを実感しながら楽しいひとときを過ごしてもらう，お酒好きも
お酒を飲めない人も楽しめるイベント

春 4／29～5／5

51 呉市 音戸まちなみガイドの会
榎酒造蔵開き見学と音戸まちなみ散策ガイ
ド

音戸の古き文化と歴史が残る町並みを，ご案内。瀬戸内しま
のわ2014の開催に合わせ，「榎酒造蔵開き見学と試飲」コース
も新設

春 4／29～5／5

52 呉市 くれBookStreet実行委員会 一箱古本市

街中の通り沿いで行うフリーマーケット形式で行う古本市を「華
鳩」（榎酒造）の蔵開きに合わせて音戸で実施。本を通しての
交流・賑わいを創出

春 4／29

53 東広島市 安芸津町観光協会 万葉の里あきつ町並ウォーキング

近世に御蔵所と酒で栄えた港町，安芸津町三津地区を中心に
旧所・名跡をたどる道程約5㎞のコースをあるくウォーキングイ
ベント

春 4／13

54 東広島市 春めぐりin安芸津2014実行委員会 春めぐり IN 安芸津2014

柄酒造（株）の蔵開きに合わせ，あきつ名物のカキ料理やお茶
席，仙三郎まんじゅうの出店により，安芸津の春を楽しむイベ
ント

春 4／13

時期

季節
企画名 内容№ 市町区分 団体等名称



日程季節

時期

企画名 内容№ 市町区分 団体等名称

55 竹原市 宮床まつり実行委員会 宮床まつり
芸南地方に春本番が来たことを告げる祭り。しまのわに合わ
せて忠海港にある常夜灯を点灯し，当時の町並みを再現

春 4／12～4／14

56
大崎上島
町

オキウラマルシェ実行委員会 オキウラマルシェ

大崎上島町の沖浦港前広場にて，手作り品や新鮮野菜の販
売。モノづくり系のワークショップやステージイベントなどを，島
の人々の手作りで実施

春 秋
4月中旬
10月中旬

57 三原市 さぎしまを愛するボランティアガイド
さぎしま　浜辺の五感体験と循環バス島め
ぐり

自然豊かなさぎしまの海岸で行う五感体感ウォーキングと島
内循環バスを使った島めぐり。昼食は地元の食材を使った「さ
ぎしま御膳」をお楽しみいただく。

春 5／23

58 三原市 さぎしまを愛するボランティアガイド さぎしま　桜ウォーク／さくらウィーク

瀬戸内海の桜の絶景「塔の峰の千本桜」。明るいガイドが，さ
ぎしまのお花見をご案内。新たに開設した「さくらウィーク」テン
ト市で特産品やおみやげの販売も実施

春 4／4～4／13

59 三原市 さぎしまを愛するボランティアガイド
新藤兼人の世界を歩く
「裸の島」ロケ地めぐり

新藤兼人監督の名作「裸の島」の映画ロケ地をめぐりながら，
映画のシーンや撮影秘話を楽しく解説。新たに加えた「櫓こ
ぎ」などの体験企画も楽しんでいただく。

春 5／18

60 尾道市 亀甲山田熊八幡宮 安政柑祭り
因島発祥の「安政柑」を顕彰するお祭り。安政柑や、安政柑を
使ったお菓子の即売会も実施

春 3／23

61 尾道市 大山神社 しまなみ縦走記念自転車安全祈願
”しまなみ縦走”サイクリングを盛り上げる自転車神社の安全
祈願祭

春 3／23

62 尾道市 尾道手工房 おのみち手しごと市

尾道 宝土寺に，新聞紙一枚を広げた小さなお店が集まりま
す。その出店者は，一般の方からアーティストまで，尾道に限
らず様々。お散歩がてら，お越しください。

春 秋
4／12～4／13
10／18～10／19

63 尾道市 因島青年会議所（いんのしまのＷＡ!!委員会） ランニングバイク選手権
ちびっこライダー集まれ！
ランニングバイク選手権（対象：未就学児）

春 5／3（予定）

64 尾道市 耕三寺 第60回世の母敬讃法要並びに供茶式

すべての母なる存在を敬い讃える法要と，仏に点茶を供える
供茶式も同時に執り行う。法要後には境内で抹茶の振る舞い
なども行う。

春 5／11

65 尾道市 大山神社
みかんの花の咲く頃　しまなみ自転車神社
祭

みかんの花の香りを楽しみながらサイクリングで立ち寄ってい
ただく。御接待や音楽演奏，地域の名物市を用意した催し

春 5／18

66 尾道市 万田発酵（株） 万田健康まつり

食の大切さ，，植物が持つ無限の力を体感していただくイベン
ト。健康チェック，ステージイベントのほか，カレーの振る舞い
等を実施。

春 5／11

67 福山市 高島学区まちづくり推進委員会 ２０１４年たじり杏まつり
町内3,000本の杏の花の下，小径を散策いただけるようなイベ
ント。写真・短歌・俳句コンテストや，杏船の運航も楽しめる。

春 3／23（予定）

68 福山市 田島漁業協同組合 田島定置網観光
内海町沖の定置網で漁を体験し、帰港後、船頭料理を満喫し
ていただく。

春 4月中旬～5月中旬

【夏イベント　（夏，夏～秋を含む）】 ※企画の内容や実施時期は変更となる場合があります。

日程

69 広島市
ＮＰＯ法人まちづくりコミュニティデザイン研究
所

ナイトマルシェ

広島港の夏の風物詩になるよう2012年から開催
ウェストミュージックジャンボリとコラボして音楽を聴きながら食
事や飲み物を楽しむイベント

夏
7月～9月
毎週土曜

70 広島市 みなとオアシス広島運営協議会 第2回　潮風フェスタ

海の日に合わせて，広島みなと公園で行われる催し。フラダン
スやライブ演奏などのステージショーが，広島港の賑わいを演
出

夏
7／19～7／21
（予定）

71 江田島市 NPO法人　沖美町地域再生会議 ちびっ子無人島探検

無人島で，浜辺の環境調査や磯観察などを体験。自然の美し
さが実感でき，子供達だけで活動することで，独立心を養い，
たくましく成長できる。

夏 7月上旬

72 江田島市 切串おかげんさんまつり実行委員会
～しまの夢を麦わら船に乗せて～
第42回　切串おかげんさんまつり

麦わら船に夢や願いを込めて川に流す伝統行事
会場周辺では，ステージイベントや夜店販売などを実施

夏 7／12

73 呉市 とよフェス2014実行委員会 とよフェス2014

豊島の親水公園で行われる野外の音楽ライブ。豊島の開放
的で美しい景色の中でライブが楽しめ，島々の人たちとも音楽
を通じてつながれる素敵なイベント

夏 6／8

74 呉市 株式会社県民の浜蒲刈 県民の浜　海開き

県民の浜の海開きに合わせてイベントを開催。グラウンドゴル
フ大会・フラダンスステージ・魚の地引網引き揚げ体験など
様々な企画を実施し，県民の浜を盛り上げる。

夏
7月上旬
（海開きの日）

75 呉市 いつきで遊ぼう島ライブ実行委員会 いつきで遊ぼう島ライブ

フォークにブルーグラス・アイリッシュ等々。瀬戸内の秘境で紡
ぐジャンル不問の野外ライブ。演奏に飽きたら目の前の海で
泳ぐもよし。思い思いに斎島を楽しむ。

夏 8／24

76 竹原市 本立寺ゆかた祭り実行委員会 ゆかた祭り

忠海で100年続くゆかた着始めの祭り。子どもの成長をテーマ
にした子ども中心のステージイベントとともに，ＰＴＡの出店に
より地域ぐるみで祭りを盛り上げる。

夏 6／7

77
大崎上島
町

大崎上島シーカヤック わんぱく塾

シーカヤック体験や島の人々による雑学塾，キャンプといった
アクティビティを通じて，自然の中で生きる力や，家族・仲間・
命の大切さを学ぶ２泊３日

夏
7／28～7／30
8／3～8／5

78 三原市 しまなみビスタクルーズ 船上ビアガーデン

三原港発の海賊船に乗り込み開放的なウッドデッキの上でお
酒や食事を楽しんでいただく企画。涼しい潮風に吹かれながら
心地よい時間を過ごしていただく。

夏
6月中旬～9月中旬
月～金（土日は不
定）

79 三原市 ＫＯＨ株式会社「マリンパーク海族」 瀬戸内満喫！マリンレジャー

海水浴・ＢＢＱ・キャンプ・釣り・マリンジェットなどのマリンス
ポーツのレジャースポット。専用桟橋があり自家用ボートやマ
リンジェットでもお越しいただける。

夏 6月～9月

80 三原市 三原七夕ゆかた祭実行委員会 三原七夕ゆかた祭

みなとまち三原で開催する市民参加型の七夕ゆかた祭り。飲
食やステージへの参加出店団体はとにかく多彩。設置した笹
竹に願いを込める飾り付けや，ゆかたコンテストも楽しめる。

夏 7／5～7／6

季節

時期

企画名 内容№ 市町区分 団体等名称



日程季節

時期

企画名 内容№ 市町区分 団体等名称

81 三原市 トライアスロンさぎしま実行委員会 第25回トライアスロンさぎしま大会

1990年に佐木島の活性化を目指して始まったこの大会は，島
のほとんどの人がボランティアとして大会運営に参加
スイム1.5Km，バイク42Km，ラン10Km

夏 8／24

82 尾道市 尾道手工房 しまのわ手しごと市
島の雰囲気盛りだくさんの「しまのわ手しごと市」。
尾道（本州側）から飛び出して，島で開催！

夏
5／31～6／1
（予定）

83 尾道市 おのみち地域SNS研究会 全国路地サミット２０１４in尾道

古い町並み路地の残る尾道において，路地のまちづくり活動
グループの全国情報交換会を実施。基調発表やまち歩きを通
して，尾道の路地の魅力や課題を再発見する。

夏
7／5～7／6
（予定）

84 尾道市 大山神社 天神夏越祭（泣き相撲しまなみ場所） 因島の地域恒例のおまつりに「泣き相撲」が加わる。 夏 7／13

85 尾道市 百島りぷる 自然と遊ぶ自然体験＆島ライブ

”百島”の自然の魅力が楽しめるイベント
ハイキング＆サイクリング，キャンプ，夕日・海ホタルツアー，
島ライブなどを体験していただける。

夏 8／2～8／3

86 尾道市 ＮＰＯ法人　シネマ尾道
小学生映画のワークショップ＠尾道なつや
すみ

1本の映画鑑賞後，子供達が社会人や映画制作者と一緒に話
し合う場を設けます。映画を通じて，子供と大人が一緒になっ
た「地域の学びの場」をつくる。

夏 8月下旬

87 福山市 NPOぬまくま民家を大切にする会 渋柿収穫体験
かつて備後地方の特産であった「備後渋」の原料となる渋柿
の収穫体験と柿渋工場見学

夏
8月下旬
9月上旬
（計２回予定）

【秋イベント】 ※企画の内容や実施時期は変更となる場合があります。

日程

88 広島市 エコまつり環ッハッハinよしじま実行委員会 第11回　エコまつり環ｯﾊｯﾊinよしじま

環境啓発イベント。みんなのエコ（環境展示・あそび），リサイク
ルマーケットや地もの産直市など，イベントを通して環境につ
いて考えてもらう！

秋 10／12

89 広島市 みなとオアシス広島運営協議会 第3回 豊稔ひろしま和太鼓フェスティバル
広島県内各地から，全国で活躍する和太鼓団体が広島県の
豊作を祈り競演。「ひろしまみなとマルシェ」も同時開催

秋 10／19

90 廿日市市 宮島ブックトレイル 第4回　宮島ブックトレイル

宮島の町屋通りで，一日限りの古本市を開催
箱を駅に見立て，電車の走っていない宮島に点在させ，いつも
と違った町歩きを楽しんでもらう。

秋 10／18

91 江田島市 NPO法人 沖美町地域再生会議 オリーブミュージアム祭典
江田島産オリーブの魅力発信，芸術作品等の紹介イベント
しまのわでは，オリーブ関連イベントが充実

秋 10月下旬

92 江田島市 飛渡瀬まちづくり協議会 飛渡瀬うまいもの祭
秋の味覚のグルメイベント
飛渡瀬周辺の海・山・畑で収穫した食品・食材の販売

秋 10／26

93 呉市 Blue　Project クレ　レンガパークマーケット　in　autumn

海をテーマとした「秋の収穫祭」：芸術と祭をテーマにした作品
の展示販売。その他，参加者の作品展示。オープンカフェ。呉
地域の観光案内を実施

秋 9／21

94 呉市 天仁庵 天仁庵　石田しんじ　ウエディング写真展

呉服店の運営するカフェ 天仁庵 の雰囲気と共に，ウエディン
グフォトグラファー石田しんじが撮影した結婚式の写真を展
示。見た人に感動を与える写真や映像は必見

秋 9／20～9／28

95 竹原市 みなとオアシスただのうみ協議会
いっぺんきん祭みなとオアシスただのうみ２
０１４

地元中心の各団体が出展し，海の幸を生かした特別メニュー
の提供や特産品販売を行う。伝統芸能によるオープニングの
ほか，大久野島を含めたクルージングも実施

秋 10／19

96 三原市 ＫＯＨ株式会社「マリンパーク海族」
Ｓ－１ＧＰ＆ＢＢＱin海族～瀬戸内しまのわ
～

今回で6回目となるマリンスポーツの大会S-1グランプリ。マリ
ンジェット（有資格者）でタイムトライアルを行う。全員参加の
BBQもあり，応援者・見学者も楽しめる。

秋 9／28（予定）

97 三原市 みはらミュージックマーケット実行委員会 みはらミュージックマーケット2014
公募ミュージシャンによるホールコンサート，ストリートライブの
ほか，ワークショップ，フリマ，飲食ブースなど多様に展開

秋 10／1（予定）

98 三原市 NPO法人ちゃんくす しまのわあかりプロジェクト

2010年から始めた「あかりプロジェクト」は，お子様から高齢者
まで様々な市民に灯ろうを描いていただき，街をキャンドルの
あかりいっぱいにする。

秋 10月下旬

99 尾道市 よもそろガールズ向島 女性サイクリング　恋で走って島めぐり

女性の女性による女性のためのサイクリングイベント。向島の
ビュースポットで休憩しながら，ゆっくりのんびりポタリング。向
島のおもてなしを感じていただく。

秋 10月上旬

100 尾道市 因島キッズフェスタ実行委員会 第３回因島キッズフェスタ

因島フラワーセンターで行う世代間交流イベント。
いろいろな遊びや体験，手作り教室，ステージ，軽食コーナー
が楽しめる。

秋 10／19

101 尾道市 大山神社 土生町秋祭り，大山神社例大祭
団車（だんじり）と本神輿による練り回し，子供神輿，獅子舞な
ど。圧巻の曳船神事は必見

秋 10／19

季節

時期

企画名 内容№ 市町区分 団体等名称


	「瀬戸内しまのわ２０１４」民間企画イベント（広島県分）の発表（第１回）について
	★02-2【プレス用】民間企画イベント認定企画一覧（平成25年12月）.pdf
	○2 総括（季節別）


