
 

 

  

 

令和４年度成人式記念行事の概要について（令和４年12月１日現在）             

１．実施期日等 

実 施 期 日 等 地  区  名 

１月３日（火） 呉市（豊浜），三次市，大崎上島町 

１月７日（土） 【同時配信あり】竹原市 

１月８日（日） 

呉市（警固屋・蒲刈・下蒲刈・安浦・川尻・宮原・倉橋・郷原の８地区）， 

三原市，江田島市，熊野町，坂町，北広島町 

【同時配信あり】尾道市，福山市，府中市，安芸太田町，世羅町 

【録画配信あり】海田町 

１月９日（月・祝） 

呉市（吉浦・中央・阿賀・天応・音戸・広・仁方・昭和の８地区）， 

廿日市市，安芸高田市，府中町 

【同時配信あり】広島市，大竹市 

【録画配信あり】東広島市 

※ 呉市(豊地区)・庄原市・神石高原町の成人式は，８月に実施済です。 

※ 詳細は別紙をご参照ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況等によっては，上記内容が直前に変更する場合もあります。 

 

２．新成人の対象生年月日 

平成14年４月２日 ～ 平成15年４月１日 

 

３．成人式出席対象者数 

 27,429人 （前年比 ▲864人） 

 

４．問合せ先 

最新の情報については，各市町に直接お問合せください。 

○ 令和５年１月に，県内の20市町，呉市17地区で成人式が実施されます。 

○ 上記のうち，８市町の会場から，同時配信を行います。 

報道提供資料 
令和４年12月21日 

課 名  生涯学習センター 振興課 
担当者  課長  宮 香緒利 
直通電話 082-248-8848 



＜別紙１ー１ ＞

令和４年12月１日現在 

県立生涯学習センター調べ 

市町名 (2)実施会場 (3)実施方法

(4)
成人式
対象
年齢

(5)
出席

対象者
数

(6)特色ある内容
（記念行事概要，記念品，その他の特徴的な取組等）

(7)問い合わせ先

1 広 島 市 令和５年１月９日（月・祝）

第１部
11時～

第２部
13時30分～

広島サンプラザホール
及びその周辺

集合対面開催
(同時配信あり)

20 11,863

実行委員（おおむね18歳～22歳）を公募し，サブホールで
のイベントの企画立案・当日の運営に携わってもらう。
また，記念品のデザインも作成する。
高校生（公募）及び会場近くの中学校の生徒有志に，ボラ
ンティアとして記念品の袋詰めや当日の記念品配布等に協
力してもらう。
式典会場近くの公園に市内の中学校名の看板を立て，20歳
を迎える青少年が出身中学校ごとに集まり，旧交を温める
ことができるようにしている。（同窓広場）
式典の国歌斉唱は市内の大学で音楽を専攻している学生に
演奏と歌唱をしてもらっている。
式典開始までの間、ビデオメッセージ（広島にゆかりのあ
る著名人からのメッセージ、恩師からのメッセージ）の上
映やアトラクションを予定している。
来場できない20歳を迎える青少年のために式典の様子をオ
ンラインにより同時配信する。

教育委員会
青少年育成部育成課

082-242-2116

2 呉　市 20 2,023 別紙１－２（呉市のみ）参照

文化スポーツ部
文化振興課

0823-25-3461

3 竹 原 市 令和５年１月７日（土） 13時30分～ 竹原市民館
集合対面開催

(同時配信あり)
20 201

式典
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
記念品：メッセージ集（市長・教育長・小中学校恩師）

教育委員会
文化生涯学習課

0846-22-2328

4 三 原 市 令和５年１月８日（日） 14時～
三原市芸術文化センター
ポポロ

集合対面開催 20 828
新成人が企画，当日の運営に関わる。
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。

教育委員会
生涯学習課

0848-67-6147

5 尾 道 市 令和５年１月８日（日） 13時30分～
こざかなくんスポーツ
パークびんご（県立びん
ご運動公園）

集合対面開催
(同時配信あり)

20 1,163

進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
「ベッチャー太鼓」によるアトラクション。中学生当時の
音楽コンクール課題曲の合唱を振り返る。ビデオメッセー
ジ。

教育委員会
生涯学習課

0848-20-7444

6 福 山 市 令和５年１月８日（日） 14時～
ふくやま芸術文化ホール
リーデンローズ

集合対面開催
(同時配信あり)

20 4,517
オープニング行事，式典
記念品：福山産デニムを使ったサコッシュ
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。

市民局まちづくり推進部
青少年・女性活躍推進課

084-928-1046

7 府 中 市 令和５年１月８日（日） 13時30分～ 府中市文化センター
集合対面開催

(同時配信あり)
20 303

式典，ステージアトラクション,府中市出身の先輩からのビ
デオメッセージの放映
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。

教育委員会
教育政策課

0847-43-7176

8 三 次 市 令和５年１月３日（火） 14時～ 三次市民ホールきりり 集合対面開催 20 464
式典，アトラクション，記念撮影
新成人が成人式実行委員として，成人式テーマを含めた企
画立案や当日の運営等に携わる。

地域振興部
定住対策・暮らし支援課

0824-62-6242

9 庄 原 市 令和４年８月15日（月） 10時～ 庄原市総合体育館 集合対面開催 20 288

・式典
・記念行事（サンフレッチェ広島：森島司選手、広島東洋
カープ：上本崇司選手によるビデオメッセージ放映）
・記念撮影
※進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。

教育委員会
生涯学習課

0824-73-1188

10 大 竹 市 令和５年１月９日（月・祝） 13時～
大竹会館（アゼリアおお
たけ）

集合対面開催
(同時配信あり)

20 237

・進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
・小・中学校卒業時の学級担任や部活顧問などからのメッ
セージをプログラムに掲載する。
・実行委員（今年度対象者）を公募し，実行委員による交
流会の企画立案・当日の運営に携わってもらう。
・交流会の内容：ゲスト（会いたい恩師）の紹介。思い出
のフォトムービー上映。ビンゴ大会、写真撮影。

教育委員会
生涯学習課

0827-53-5800

11 東広島市 令和５年１月９日（月・祝） 11時～ 東広島運動公園体育館
集合対面開催

(録画配信あり)
20 2,301 記念品は冷酒グラス

教育委員会
青少年育成課

082-420-0929

12 廿日市市 令和５年１月９日（月・祝） 11時～
はつかいち文化ホール
ウッドワンさくらぴあ

集合対面開催 20 1,122
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
公募した新成人が成人式実行委員として，記念品の選定・
しおりのデザイン、当日の企画・運営等に携わっている。

教育委員会
生涯学習課

0829-30-9203

13 安芸高田市 令和５年１月９日（月・祝） 10時～
安芸高田市民文化セン
ター（クリスタルアー
ジョ）

集合対面開催 20 290

お祝いの会（教育長お祝いの言葉、代表２名誓いの言
葉）、ビデオメッセージ、記念撮影
記念行事：市長メッセージ、抽選会、10年タイムカプセル
記念品：なし（抽選会参加賞はあり）
安芸高田市内の小中学校卒業生に加え、市内の高校卒業生
も参加可能

教育委員会
生涯学習課

0826-42-0054

14 江田島市 令和５年１月８日（日） 13時～ わくわくセンター 集合対面開催 20 162
式典，記念講演，記念撮影
新成人が企画，運営に携わる。
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。

教育委員会
生涯学習課

0823-43-1902

15 府 中 町 令和５年１月９日（月・祝）

午前の部
10時30分～

午後の部
14時～

安芸府中生涯学習セン
ター　くすのきプラザ

集合対面開催 20 447 進学、就職等で町外へ転出した人も参加できる。

教育委員会
社会教育課

082-286-3272

16 海 田 町 令和５年１月８日（日） 13時～ 織田幹雄スクエア
集合対面開催

(録画配信あり)
20 272 進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。

教育委員会
生涯学習課

082-823-9217

17 熊 野 町 令和５年１月８日（日） 13時30分～ 熊野町民会館 集合対面開催 20 236

記念撮影,式典
新成人が実行委員として企画，運営に携わる。
小中学校の恩師を招待する。
当時の恩師からのお祝いメッセージを製本した恩師メッ
セージ集をプレゼントする。

教育委員会
教育総務課

082-854-3111

18 坂 町 令和５年１月８日（日） 14時～ Sunstar Hall 集合対面開催 20 133

式典，記念撮影，記念植樹，祝賀会
記念品：検討中
過去に坂町内に住んでいたことがある新成人も参加でき
る。

教育委員会
生涯学習課

082-820-1525

19 安芸太田町 令和５年１月８日（日） 11時30分～
川・森・文化・交流セン
ター

集合対面開催
(同時配信あり)

20 41
式典，アトラクション（恩師からのメッセージ，中学校思
い出スライドショー），当日、オンライン配信を予定。

教育委員会
教育課

0826-22-1212

20 北広島町 令和５年１月８日（日） 14時～ 千代田開発センター 集合対面開催 20 188
式典，20歳のメッセージ
新成人が企画，運営,記念品の決定に携わる。
進学，就職等で町外へ転出した人も参加できる。

教育委員会
生涯学習課

050-5812-1864

21 大崎上島町 令和５年１月３日（火） 10時30分～ 大崎上島文化センター　 集合対面開催 20 128
島外へ転出した人も，小中学校を卒業している場合は参加
できる。

教育委員会
教育課

0846-64-3055

22 世 羅 町 令和５年１月８日（日） 13時30分～ 世羅町せら文化センター
集合対面開催

(同時配信あり)
20 142

式典，ビデオレター，記念講演，記念撮影
記念品，地元の特産品
町内中学校を卒業した人は，転出していても参加できる。

教育委員会
社会教育課

0847-22-4411

23 神石高原町 令和４年８月15日（月） 10時～ さんわ総合センター 集合対面開催 20 80

式典，記念講演
現地での対面の開催。
「若い人に贈る読書のすすめ」から１冊と町舞台の小説井
伏鱒二著「黒い雨」の計2冊を贈り平和学習と啓発を図る。
シンガーソングライター大島花子さんによる記念講演。
町内小中学校を卒業した人は，転出していても参加でき
る。

未来創造課

0847-89-3332

令和４年度各市町の成人式の実施計画について

(1)実施期日

別紙１－２（呉市のみ）参照



＜別紙１-２(呉市のみ) ＞

令和４年12月１日現在 
県立生涯学習センター調べ 

市町名 (2)実施会場 （3）実施方法

(4)
成人式
対象
年齢

(5)
出席

対象者
数

(6)特色ある内容
（記念行事概要，記念品，その他の特徴的な取組等）

1 豊 令和４年８月15日（月） 10時～
豊まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 6
少人数ではあるが，例年対象者のほぼ100％が出席する。
アトラクションでは，地域の伝統である弓道の儀式の一つである
「巻わら射礼」が対象者により披露される。

2 豊　浜 令和５年１月３日（火） 11時～
豊浜まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 4
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，懇親会

3 警固屋 令和５年１月８日（日） 10時～
警固屋まちづくりセ
ンター

集合対面開催 20 33
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，はたちの同窓会

4 蒲　刈 令和５年１月８日（日） 10時～ 蒲刈市民センター 集合対面開催 20 5
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念講演，記念撮影，記念植樹

5 下蒲刈 令和５年１月８日（日） 13時30分～ 三之瀬御本陣 集合対面開催 20 8
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，茶会

6 吉　浦 令和５年１月９日（月・祝） 10時～
吉浦まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 122
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，イベント（スライド鑑賞），アトラクション

7 中　央 令和５年１月９日（月・祝） 11時～ 新日本造機ホール 集合対面開催 20 500
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，イベント（抽選会）

8 阿　賀 令和５年１月９日（月・祝） 11時～ 阿賀市民センター 集合対面開催 20 152
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影

9 安　浦 令和５年１月８日（日） 10時～
安浦まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 80
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，イベント(DVD鑑賞）

10 天　応 令和５年１月９日（月・祝） 10時～
天応まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 32
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，懇親会

11 川　尻 令和５年１月８日（日） 10時30分～
川尻まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 54
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，懇親会

12 音　戸 令和５年１月９日（月・祝） 10時～
音戸まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 87
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影

13 広 令和５年１月９日（月・祝） 11時～ 広市民センター 集合対面開催 20 456
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，はたちの同窓会，
地域の方からのふるまい（ぜんざい，芋汁）

14 仁　方 令和５年１月９日（月・祝） 11時～
仁方まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 40
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影

15 昭　和 令和５年１月９日（月・祝）
11時～
14時～

昭和市民センター 集合対面開催 20 313
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典

16 宮　原 令和５年１月８日（日） 11時～
宮原まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 38
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影

17 倉　橋 令和５年１月８日（日） 13時30分～
桂浜温泉館なぎさ
ホール

集合対面開催 20 20
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影

18 郷　原 令和５年１月８日（日） 11時～
郷原まちづくりセン
ター

集合対面開催 20 73
進学，就職等で市外へ転出した人も参加できる。
式典，記念撮影，アトラクション，はたちの同窓会

問い合わせ先：　呉市　文化スポーツ部　文化振興課　0823-25-3461

令和４年度各市町の成人式の実施計画について

(1)実施期日


