
【広島市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

9月10日～10月20日
入城400年記念
広島浅野家の至宝―よ
みがえる大名文化―

日頃の生涯学習の成果を発表する場と
して，「美術展」「工芸展」「華展」が開催
されます。

広島県立美術館 広島県立美術館
広島県立美術館：
http://www.hpam.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

9月10日,11日,16日,
19日～22日,
26日～29日,

10月3日～6日,
10日～14日,
17日,18日

秋風茶会

広島県立美術館特別展「入城400年記念
広島浅野家の至宝－よみがえる大名文
化－」の開催に合わせて，縮景園の築
庭大きく関わった上田宗箇を流祖とする
上田宗箇流の茶会を開催します。

広島県縮景園 広島県文化芸術課

広島県文化芸術課：
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/soshiki/40/asano400sh
ukkeien.html

広島県文化芸術課
082-513-2722

9月10日～10月20日
江戸時代の広島県歴史
パネル展

広島県立美術館特別展「入城400年記念
広島浅野家の至宝－よみがえる大名文
化－」の開催に合わせて，広島県の江
戸時代の歴史をパネルで展示します。

広島県立美術館 広島県立美術館 無料
広島県立美術館：
http://www.hpam.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

9月26日～12月24日 秋の所蔵作品展

当館では，昨年，開館50周年を記念して
所蔵作品の人気投票を行いました。その
結果をもとに構成された人気作家・作品
による展覧会です。併せて，広島洋画界
の先達・小林千古の小特集もお楽しみく
ださい。

広島県立美術館 広島県立美術館
広島県立美術館：
http://www.hpam.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

10月1日～3日
公開講座「大学・学び直
し塾－情報学の今－」

音環境，経営情報，インターネットについ
て学び直す，大学生・社会人向け公開講
座です。

サテライトキャンパス
ひろしま

県立広島大学

県立広島大学：
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/koukai-
kouza/kouza20191001.html

県立広島大学地域連
携センター
082-251-9534

10月4日,11日,18日,
25日

公開講座「言語を通じて
世界を知る」

諸外国の文化や歴史，言語を通してそ
の国の魅力や特徴を引き出す公開講座
です。

広島市立大学サテラ
イトキャンパス

県立広島大学・広島
市立大学

無料

県立広島大学：
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/koukai-
kouza/kouza20191004.html

県立広島大学地域連
携センター
082-251-9534

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業
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【広島市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業

10月9日,16日
公開講座「健康づくりの
ための運動（中高年の
ための簡単筋トレ）」

ロコモティブシンドロームを予防するため
の「簡単筋トレ」と準備運動としての「リフ
レッシュ体操」を紹介する公開講座で
す。

県立広島大学広島
キャンパス

県立広島大学

県立広島大学：
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/site/koukai-
kouza/kouza20191009.html

県立広島大学地域連
携センター
082-251-9534

10月13日,14日
県立広島大学広島キャ
ンパス大学祭
「第15回紫苑祭」

学生企画による多彩なイベントを開催し
ます。

県立広島大学広島
キャンパス

県立広島大学 無料
県立広島大学本部教
学課
082-251-9720

10月19日,26日,
11月2日

公開講座「即戦力となる
人工知能人材育成のた
めのプログラミング講座
～基礎編～」

深層学習を学び，Pythonの基礎と演習
を行う公開講座です。

県立広島大学広島
キャンパス

県立広島大学
県立広島大学地域連
携センター
082-251-9534

10月20日 邦楽鑑賞会

古来日本人が親しんできた邦楽の姿を
再現し，優美で雅やかな音色を身近に
親しむとともに，庭園や日本建築との総
合的な伝統文化を味わう鑑賞会を開催
します。

広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

10月24日 松のコモ巻

松の害虫「マツカレハ」が，越冬のため樹
上から地上へ降りる途中を誘い込むた
め，霜降の日の頃，約400本の松の幹に
「コモ」を巻きます。

広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

10月24日～12月15日
企画展「風雅なWho?が
な山水画展～旧派の逆
襲～」

近代日本画の中で「旧派」とされる絵師
たちに光を当て，優れた技法と作品の魅
力を紹介します。

頼山陽史跡資料館 頼山陽史跡資料館
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/site/raisanyou/

頼山陽史跡資料館
082-298-5051

10月26日,
11月9日,23日

企画展関連行事　展示
解説会

企画展「風雅なWho?がな山水画展～旧
派の逆襲～」の展示解説を行います。

頼山陽史跡資料館 頼山陽史跡資料館
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/site/raisanyou/

頼山陽史跡資料館
082-298-5051
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【広島市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業

10月29日～11月3日
（広島県立美術館）
11月19日～24日
（ふくやま美術館）

あいサポートアート展 障害のある方の芸術作品の展示会
広島県立美術館，
ふくやま美術館

広島県 無料
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/soshiki/62/aiartr1.html

広島県障害者支援課
082-513-3155

10月29日,30日
第36回ひろしま技能フェ
ア・ものづくりフェスタ

・職業訓練生・技能士及び工業高校生な
どの作品展示や技能実演を行います。
・ひろしまマイスター等による技能指導，
技能実演を行います。

県立広島産業会館
広島県・広島県職業
能力開発協会

無料

【広島県ＨＰ】
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/soshiki/69/35kai-
hiroshimaginoufea.html

職業能力開発課
技能振興グループ
082-513-3431

10月30日,11月9日
公開講座「読み切り文
学講座」

書物に親しみ，文学の魅力に触れ，改め
て文字やことばの持つちから，読書の醍
醐味を紹介する公開講座です。

広島市南区図書館
県立広島大学・公益
財団法人広島市文化
財団

無料
広島市南区図書館
082-251-1080

11月1日～8日

子供・若者育成支援強
調月間「あいさつ・声か
け運動」街頭啓発キャン
ペーン

11月の子供・若者育成支援強調月間に
当たり，「あいさつ・声かけ運動」の街頭
啓発キャンペーンを実施します。

広島県内3会場
（ＪＲ広島駅外，ＪＲ主
要駅2か所）

広島県県民活動課 無料
広島県県民活動課：
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/soshiki/43/

広島県県民活動課
082-513-2740

11月1日～10日 菊花展
広島市近郊の菊づくり愛好家により丹精
込めて作られた大菊，懸崖等の菊作品
を展示します。

広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

11月2日
青少年育成県民運動推
進大会

青少年健全育成活動への意識を高め，
県民運動の推進を図ることを目的とし
て，青少年健全育成功労者等知事表
彰，少年の主張意見発表，青少年活動
発表，トークショーを行います。

広島県民文化セン
ター

公益社団法人青少年
育成広島県民会議

無料
公益社団法人青少年育成
広島県民会議：
http://hiro-payd.or.jp/

公益社団法人青少年
育成広島県民会議
082-513-2742

11月2日～1月26日
印象派への旅 海運王
の夢
バレルコレクション

グラスゴー出身の海運王ウィリアム・バ
レル。初来日となる彼の旧蔵品を中心
に，バルビゾン派や印象派などのフラン
ス絵画，その影響を受けたスコットランド
やオランダの画家たちによる名品80点を
展示します。

広島県立美術館 広島県立美術館
広島県立美術館：
http://www.hpam.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722
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【広島市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業

11月3日 一日公開書庫
普段は職員しか入ることのできない地下
２層の書庫（約67万冊所蔵）を公開しま
す。

広島県立図書館 広島県立図書館 無料

http://www2.hplibra.pref.hir
oshima.jp/index.php?action=
pages_view_main&block_id=7
226&page_id=3015&active_a
ction=announcement_view_

main_init#_7226

広島県立図書館資料
課
082-241-4971

11月3日
全国大学ビブリオバトル
2019～首都決戦～中国
Ｄブロック地区決戦

発表者が面白いと思った本を紹介し合
い，発表者及び観戦者の投票により，一
番読みたくなった本「チャンプ本」を決め
るコミュニケーションゲーム。地区予選を
通過した出場者の中から，本地区決戦
で本戦に進む学生を決定します。

広島県情報プラザ

広島県立図書館
広島県大学図書館協
議会
広島県立図書館友の
会

無料

※10月中旬作成予定のた
め，トップページのＵＲＬを記
載
https://www2.hplibra.pref.hi
roshima.jp/

広島県立図書館総務
課
082-241-4970

11月3日 菊見茶会
日本の秋を代表する菊花の香る文化の
日に，菊花をめでながら，ぼてぼて茶を
いただく茶会を開催します。

広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

11月9日 技能祭
職業能力開発施設の訓練内容を紹介す
る多彩なイベントを開催します。（ものづ
くり体験，公開実習など）

県立技術短期大学
校・広島高等技術専
門校

県立技術短期大学校・
広島高等技術専門校
（共催）

無料
【広島県ＨＰ】
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/soshiki/187/4-020.html

県立技術短期大学校
082-273-2201

11月10日
頼山陽史跡資料館連続
講座４「山水画の魅力」

演題：山水画の魅力
講師：岡原大崋（南宗画士）

頼山陽史跡資料館 頼山陽史跡資料館 無料
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/site/raisanyou/

頼山陽史跡資料館
082-298-5051

11月10日 もみじ茶会

樹木が色づく季節に，もみじに囲まれ，
池の水面に映る紅葉風景を見ながら，
ゆったりと秋を味わう煎茶の茶会を開催
します。

広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246
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【広島市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業

11月15日 ソテツのコモ巻
立冬の日頃に，冬の寒さに備えるため，
園内にある37本のソテツに「コモ」を巻き
ます。

広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

11月16日
令和元年度「広島県か
らくりくふう展」

将来のものづくり人財の育成を図るた
め，県内の製造業企業や高校生による
からくり改善作品（※）紹介や，ものづくり
体験を実施します。
（※）テコの原理・ゼンマイ・滑車などの
原理を巧妙に利用し，工場での作業改
善を行うために作成した器具

広島県立広島産業会
館東展示場

広島県 無料 現在作成中

イノベーション推進チー
ム（ものづくり支援グ
ループ）
082-513-3362

11月16日,17日,
12月1日

高校生ふれあい茶会
県内高校茶道クラブの生徒が参加する
茶会です。

広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246

11月下旬頃～
12月初旬頃

もみじ茶ライトアップ
開園時間を延長し，ライトアップされた園
内紅葉をご鑑賞いただけます。

広島県縮景園 広島県縮景園
広島県縮景園：
http://shukkeien.jp/

広島県縮景園
082-221-6246
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【呉市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

9月5日～12月15日
南薫造と東京美術学校
の生徒たち

日頃の生涯学習の成果を発表する場と
して，「美術展」「工芸展」「華展」が開催
されます。

南薫造記念館 呉市
https://www.city.kure.lg.jp/
soshiki/106/yasuurarekisimi
nzoku.html

南薫造記念館
0823-84-6421

11月2日～12月15日
浮世絵に見る江戸美人
のよそおい展

浮世絵の画中に描かれ実際に使用され
ていた化粧道具や装身具のほか，衣装
や婚礼道具などの貴重な優品をポーラ
文化研究所および国立歴史民俗博物館
の所蔵品により併せてご紹介します。

呉市立美術館
呉市立美術館，呉
市，呉市文化振興財
団，中国新聞社

http://www.kure-bi.jp/
呉市立美術館
0823-25-2007

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業
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【大竹市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

11月1日～3日 大竹市文化祭
日頃の生涯学習の成果を発表する場と
して，「美術展」「工芸展」「華展」が開催
されます。

大竹市総合市民会館 大竹市文化協会 無料
大竹市教教育委員会
生涯学習課
0827-53-5800

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業
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