
主催 ひろしま国際平和文化祭実行委員会  助成 公益財団法人 JKA   公益社団法人企業メセナ協議会   2021芸術・文化による社会創造ファンド
後援

公式ホームページ

ひろしま国際平和文化祭

競輪の
補助事業

チケット名／会場 席種開催日 区分

一次予選 １日目・2日目 ※1
／JMSアステールプラザ中ホール

自由

指定

一般

学生

二次予選 
／JMSアステールプラザ中ホール

8/14㈰

8/11    　
・

8/12㈮

8/17㈬

一般

学生

本選（ファイナルコンサート） 
／広島国際会議場フェニックスホール

S席 ※2
／広島国際会議場フェニックスホール

一般

自由
1,000円

500円

2,000円

1,000円

3,000円

1,500円学生

TICKET

（広島電鉄）

広
島
駅

横
川
駅

JMS
アステール
プラザ

広島駅（バス）
徒歩
2分 24号線 吉島営業所行

または 吉島病院行

広島バス 約17分
中島小学校前

徒歩
1分

広島国際会議場
フェニックス
ホール

広島国際会議場
フェニックス
ホール

広島市
中工場

徒歩
2分 24号線 吉島営業所行

または 吉島病院行

広島バス 約13分
平和記念公園

徒歩
3分

徒歩
2分 24号線 吉島営業所行

広島バス 約27分
南吉島

徒歩
4分

JMS
アステール
プラザ

横川駅（広島電鉄）
徒歩
すぐ 広島電鉄8号線 江波行

路面電車 約11分
舟入町駅

徒歩
7分

（広島電鉄）

横川駅（広島電鉄）
徒歩
すぐ 広島電鉄7号線 広電本社前行

路面電車 約9分
原爆ドーム前駅

徒歩
9分

（広島電鉄）

横川駅（広島電鉄）
徒歩
すぐ 広島電鉄7号線 広電本社前行

路面電車 約13分
紙屋町西駅

ACCESS

※広島市中工場に駐車場はございません。必ず公共交通機関にてお越しください。

広島市
中工場

徒歩
4分24号線 吉島営業所行

広島バス 約20分
南吉島紙屋町

（紙屋町東電停前）

ひろしまの“平和文化”を次世代へ！ 私たちは「ひろフェス」を応援します。

https://kanaensaiyume.en-jine.com/projects/hiroshimafest 

未来を担うアーティストを応援！
2022年
６月27日（月）～７月27日（水）

支援
期間

［区分について／小人…小・中・高校生が対象です］ ★1 未就学児観覧不可 ★2 小学生以下無料 ※１ 1日あたりの観覧チケットになります。（2日とも参加いただくには2日分のチケットを購入する必要が
あります。） ※2 A席・2階席もございます。詳しくは公式ホームページまたはチケット購入ページよりご確認ください。 ※前売券完売の際は、当日券の販売はありません。※表示価格は税込です。

ひろしまミュージックセッション2022 次世代指揮者コンクール ★1

自由
１プログラム券
／JMSアステールプラザ・
　横川シネマ（一部プログラムのみ）

8/17㈬

～

8/21㈰

自由
１日券
／JMSアステールプラザ・
　横川シネマ（一部プログラムのみ）

8/17㈬

～

8/21㈰

自由
全プログラム券
／JMSアステールプラザ・
　横川シネマ（一部プログラムのみ）

一般

大学生

中・高生

一般

大学生

中・高生

一般

大学生

中・高生

8/17㈬

～

8/21㈰

ひろしまアニメーションシーズン2022 ★2

8/27㈯
・

8/28㈰
2,500円有料ステージ 27日・28日 ※1

／広島市中工場緑地帯
自由

一般

1,800円小人

広域連携シンボルイベント in 中工場

8/21㈰ 指定
一般 5,000円

3,000円

1,200円

1,000円

700円

3,000円

2,400円

1,800円

12,000円

10,000円

7,000円

3,000円

2,000円

小人

広域連携シンボルイベント アニメーションシンフォニー ★1

新たに始まる、音楽とメディア芸術の祭典

ひろしま
ミュージックセッション
2022
村上農園Presents
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アニメーション
シーズン2022

STU48はひろフェスのアンバサダーです。

瀬戸内・広島広域都市圏に

世界各国から来ていただけるように

私たちだから出来る、

ひろしま国際平和文化祭の

魅力を発信していきます。

国内外から多くの方が広島市を中心とした広島広域都市圏を訪れる8月の1か月間、音楽とメディア芸術の様々なイベントを
行う「ひろしま国際平和文化祭」を初開催。多様で上質な文化芸術に触れ、文化関係団体、音楽家、芸術家や学生等が
出演・交流する機会を広げることで、文化芸術活動の活性化や世界恒久平和を願う「ヒロシマの心」を発信します。

-音楽・芸術作品と平和への思いがあふれる広島広域都市圏へ-  

JR山陽本線

ア
ス
ト
ラ
ム

ラ
イ
ン

平和記念
公園

広島横川 新白島

広島市中工場

バスセンター
●

● 県庁

● 市役所

●
原爆ドーム

2

平和大通り

中
央
通
り

南吉島

中島小学校前

平和記念公園
舟入町駅

原爆ドーム前駅

広島城

広島国際会議場
フェニックスホール

JMS
アステールプラザ

チケット名／会場 前売券 当日券前売券 当日券 席種開催日 区分

1,000円

800円

600円

2,000円

1,800円

1,500円

8,000円

7,000円

6,000円

ひろフェス 各種イベントチケット購入ページはこちらひろフェス 各種イベントチケット購入ページはこちら
https://w.pia.jp/t/hiroshimafest-22/

総務省  外務省  経済産業省  文化庁  広島県  広島市・広島市教育委員会  呉市  竹原市  三原市  三次市  大竹市  東広島市  廿日市市  安芸高田市  江田島市  府中町
海田町  熊野町  坂町  安芸太田町  北広島町  大崎上島町  世羅町  岩国市  柳井市  周防大島町  和木町  上関町  田布施町  平生町  浜田市  美郷町  邑南町

広島駅（バス）

広島駅（バス）

徒歩3分（乗り換え）

ライブ終了後は、本通り～八丁堀～広島駅行の
シャトルバスを準備しています。（有料）

S
A
T

S
U
N278/ 28 広域連携シンボル
イベント in 中工場 シャトルバス運行限定 かえり



SYMBOL EVENT

8/1 MON

広域連携シンボルイベント
アニメーションシンフォニー

広域連携シンボルイベント in 中工場

8/27SAT 28SUNイベントプログラム　

Campaign Song

ステージプログラム

第1部 開催式典

第2部 スペシャルステージ

●オープニング

大会アンバサダーSTU48メンバーによる開会宣言を
行います。

●開会宣言

「ひろしま神楽」を紹介するアニメーションを上映します。
●ひろしま神楽アニメーション上映

広島の伝統芸能である「神楽」とデジタル
アートの世界を融合させた、新しい神楽の
スペシャルステージを披露します。

●神楽×デジタルステージ

国内及び海外において、文化芸術を
通じ、平和文化の醸成に貢献した個人・
団体等を顕彰するために設けた「ひろしま
アワード」の授賞式を行います。

●ひろしまアワード授賞式

広島ゆかりのアーティストユニットCANVASによる
ひろフェス応援ソング「NEXT!」を披露します。

●キャンペーンソング演奏

11:00

15:30

17:00
16:00

20:00

27日（土） 28日（日）

月山翔雲

神園さやか

香川裕光

オープニングアクト 予選を勝ち抜いたアマチュア、インディーズのシンガー、バンドが登場！

シークレットゲスト
スペシャルライブ

STU４８
スペシャルライブ

フィナーレ

KEISUKE

楓子 大瀬戸千嶋

ヤルキスト

Mebius

開   場

開場15：00　開演16：00

 音楽と先端テクノロジーに広島の伝統を掛け合
わせたステージや、 ひろしまアワードの授賞式、
さらには広島のアーティストによるキャンペーン
ソング のライブなど、音楽とメディア芸術の祭典
である「ひろしま国際平和文化祭の始まり」を
感じられるオープニングイベントを開催します。

OPENING EVENT

屋内
会場

屋外
会場

会場:広島文化学園HBGホール

16:30開  場 17:30開  演

8/21SUN
会場：広島国際会議場
           フェニックスホール

広島ゆかりのアーティストユニットCANVAS（キャンバス）による
ひろフェス応援ソング「NEXT!」

広島広域都市圏内の音楽団体
の演奏を始め、著名なアーティ
ストや広島ゆかりのアーティスト
たちによるJ-POPライブやアニメ・マンガの複製
原画展示を行います。また、会場には、圏域内の
特産品等の飲食・物販エリアを設置します。

               開場10：30  開演11：00～　
　　　　    開場16：00  開演17：00～
27日（土）／スペシャル
　　　　 　シークレットゲスト登場！
28日（日）／STU48メンバー16名による
　　　　　  スペシャルライブ!

参加無料

私たち

STU48と一緒に

オープニングイベントを

楽しみましょう！

いろんなジャンルの

演奏・パフォーマンスで

盛り上がること間違いないワン！

圏域内市町の飲食エリアで

お腹いっぱいになるワン！

わたしたちSTU48のライブを

お見逃しなく！

オープニング
イベント 会場：広島市中工場

　　  緑地帯
広島市中区南吉島一丁目5番1号

大瀬戸千嶋、香川裕光、神園さやか、KEISUKE、月山翔雲、楓子、Mebius、ヤルキストの８組12名による、広島にゆかりのある
アーティストたちのスペシャルユニット「CANVAS」。ひろフェスの応援ソングとしてCMやPR動画でお馴染みの「NEXT！」は、
自分たちが子どもの頃に聴いたヒロシマの歌をイメージしつつ、
若い世代にも口ずさんでもらえるような「新たな平和ソング」
として制作。CANVASは8月1日のオープニングイベント、8月
27・28日のシンボルイベントに出演し、「NEXT!」を披露します。
ぜひ生歌・生演奏でお楽しみください。

※記載のプログラムは変更になる場合があります。詳しくは公式ホームページでご確認ください。

※ステージプログラムの内容や出演の順番等は、変更になる場合があります。

※当会場には駐車場はございませんので、
　公共交通機関でお越しください。

日本が世界に誇るアニメやゲームの音楽をちり
ばめたオムニバスで奏でる、スペシャルなクラ
シックコンサートを開催します。銀河鉄道999や
宇宙戦艦ヤマトなど、昭和を代表するアニメー
ションの他、幅広い世代で人気の高いゲームや
アニメで使用されている楽曲を、プロ演奏家に
よるマルチオーケストラが演奏。この日だけの
特別なオムニバス・クラシックコンサートを開催
いたします。

ゲームやアニメ・漫画好きで知られるアメリカザリガニ
の平井善之さんや元山陰放送アナウンサーで自身も
ピアノやバイオリンなどを演奏する中村恭子さんが
コンサートの司会として盛り上げます！

チケット有料

プログラムについて詳しくは、
公式ホームページで
ご確認ください。

無料ステージ
有料ステージ

チケット情報は裏表紙でご確認ください。

チケット有料

プログラムについて詳しくは、
公式ホームページで
ご確認ください。

チケット情報は裏表紙でご確認ください。

「NEXT!」フルバージョンは
公式ホームページにて
ご視聴いただけます。

プログラムについて詳しくは、
公式ホームページで
ご確認ください。

オープニング／広島市消防音楽隊
合唱／ぱすてる　とおん
アンサンブル／エリザベト音楽大学
管楽アンサンブル／
広島文化学園大学学芸学部音楽学科
きんさいYOSAKOI／
安田女子高等学校ダンス部
呉海自カレーＰＲ／呉海自カレー事業者部会
ポップス／竹弦教BAND
管楽アンサンブル／
ジュニアウインドオーケストラ広島
ダンス／CHARI DANCE STUDIO
けん玉パフォーマンス／
砂原夢企画 砂原宏幸
その他／安芸ひろしま武将隊
和太鼓／山陽高校和太鼓部“弾”

オープニング／広島県警察音楽隊
児童合唱／
エリザベト音楽大学付属音楽園合唱団
プエリ カンタンテス
木管アンサンブル／
広島大学教育学部音楽文化系コース
フォーク・ポップス／メローイエロー
バトントワーリング／幾田バトンスタジオ
バレエ／Emiバレエスタジオ
ダンス／Funky Jam Kids
フラダンス／山口県立周防大島高等学校
「アロハ・フラ島高」
和太鼓／広島文教大学附属高等学校和太鼓部
「文教太鼓 葵」
石見神楽／島根県美郷町「都神楽団」

有
料
ス
テ
ー
ジ

無
料
ス
テ
ー
ジ

広島広域都市圏
マスコットキャラクター
「ひろしま都市犬はっしー」飲食・物販エリアのイメージ島根県美郷町「都神楽団」山口県立周防大島高等学校「アロハ・フラ島高」

広島大学教育学部音楽文化系コース広島県警察音楽隊竹弦教BAND

世界に誇る

アニメ・ゲームの名曲の数々を

マルチオーケストラが

演奏しちゃう!

SYMBOL EVENT



ひろしま
アニメーションシーズン2022
コンペティション

会場：JMSアステールプラザ、
　　  広島市映像文化ライブラリー、横川シネマ、
　　 サロンシネマ、gallery Gなど8/17WED 21SUN

街中を回って

いろいろなアニメーションを楽しもう！

音楽部門
MUSIC

メディア芸術部門
ANIMATION

8/1 MON

メディア芸術部門のメイン企画となる、国際アニメーション映画祭。86の国と地域から2,149本もの応募があった
「環太平洋・アジアコンペティション」「ワールド・コンペティション」には、ご来場の皆様が選ぶ観客賞も。人気アニメの
上映、劇中楽曲の生演奏や生吹き替えなど、ココでしかご覧になれないパフォーマンスを多数ご用意。広島市内の
映画館やギャラリーと連携して、世界中のアニメーションの風を感じることができる5日間をお届けします。 

当該地域の最優秀作品を決める「環太平洋・アジアコンペティション」と、ジャンル
ごとに世界中の秀作が競い合う「ワールド・コンペティション」を開催。25名を超える
作家たちが世界中から来場予定！

Presents

会場:広島文化学園HBGホール

世界に羽ばたく

次世代の指揮者たちの活躍を

ぜひご覧ください!

音楽とメディア芸術（アニメーション）の各分  野で、平和文化の醸成に貢献した個人または
団体に贈られる「ひろしまアワード」。次世代  につながる取り組みや、大きな成果を挙げた
活動を各業界の専門家がノミネート。その後、  ひろフェス会長をはじめ、ひろフェスのプロデュー
サー・ディレクター、業界団体の代表者で構成  されたアワード選定委員会によってアワード
受賞者を決定します。

※メディア芸術部門の海外に関しては、環太平洋・アジア地域が対象。
2020年～2021年の2年間で、特筆すべき成果を残したと思われる

裏方も含めた個人・団体・組織に対し授与されます。

チケット有料

アカデミー&コンクールに
ついて詳しくは、
公式ホームページでご確認ください。

チケット情報は裏表紙でご確認ください。

チケット有料

プログラム・イベントについて詳しくは
公式ホームページでご確認ください。

チケット情報は裏表紙でご確認ください。

※国外の作品は字幕でお楽しみいただけます。

HIROSHIMA AWARD

メディア芸術と広島の魅力を伝えるマルシェを開催！
マルシェ

舞台は市内全域に広がり、広島市映像文化ライブラリーでは
歴史的な傑作アニメ作品を上映。また、横川シネマやサロン
シネマでは大迫力音響で映画が観れる「boidsound映画祭」
と連携した企画も。gallery Gでは映像アート作品を展示・
上映します。

市内全域に広がる映画祭！

国内外の専門家で組織されたリサーチチームの調査を元に、
環太平洋・アジア地域で優れた成果を挙げたと思われる国内外
の個人・団体・組織を、ひろしまアニメーションシーズンが独自に
顕彰！ 受賞者の関連作品の上映や、トークショーも開催します。

ゴールデン・カープスター賞

「水」「ジェンダーアイデンティティ」「女性」「音楽」「共生社会」
「日本」などをテーマに集めた、世界中のアニメーション作品を
上映。トークショーや音楽演奏会も。

特集上映・トーク・カンファレンス

対象分野
対象期間
受賞数

選考基準

8/11THU 12FRI

8/14 SUN

8/17WED

「コンクール」に「アカデ
ミー」を併設することにより、
優れた人材を発掘・育成し、
次世代を担う若手音楽家
の交流の場を広げ、世界へ
の門戸を広げます。

委員長 下野 竜也：指揮者（広島交響楽団音楽総監督、広島ウインドオーケストラ音楽監督）
委　員 沼尻 竜典：指揮者（神奈川フィルハーモニー管弦楽団音楽監督）
 四方 恭子：ヴァイオリニスト（東京都交響楽団ソロ・コンサートマスター、京都市立芸術大学教授）
 細川 俊夫：作曲家（東京音楽大学及びエリザベト音楽大学客員教授）（本選のみ審査）
 片山 杜秀：音楽評論家（三原市芸術文化センターポポロ館長）（本選のみ審査）

次世代指揮者アカデミー＆コンクール
Presents

会場：JMSアステールプラザ 中ホール
室内オーケストラの指揮を審査します。

演　奏／ひろしま国際平和文化祭室内オーケストラ
課題曲／バーバー：弦楽のためのアダージョ
 　モーツァルト：交響曲第38番ニ長調K.504「プラハ」
 　　〈審査員〉下野竜也、沼尻竜典、四方恭子

日時：8/8（月）・9（火）13：00～17：00予定（12：30開場）（両日ともに）※終了時間は早まる可能性があります。
会場：JMSアステールプラザ 大音楽室
コンクール出場者全員による、予備審査課題曲「ハイドン交響曲 第92番・第９９番」を題材としたワークショップを行います。
チケット：枚数限定（各日先着15名程度）1,000円（税込）　対象者：広島広域都市圏内の音楽指導者
チケットは公式ホームページからお申込みいただけます。

13:1 5開  場

14:00開  演

11 :1 5開  場

12:00開  演

会場：JMSアステールプラザ 中ホール
管楽アンサンブルの指揮を審査します。

演　奏／広島ウインドオーケストラ
課題曲／モーツァルト：セレナード第10番変ロ長調K.361「グラン・パルティータ」
 　ストラヴィンスキー：管楽八重奏曲
 　〈審査員〉下野竜也、沼尻竜典、四方恭子

出場者3名がそれぞれコンサート形式でオーケストラを指揮、第1位から第3位を決定します。

演　奏／広島交響楽団
課題曲／細川俊夫：オーケストラのための開花Ⅱ
     リヒャルト・シュトラウス：交響詩「死と変容」
　　　　　〈審査員〉下野竜也、沼尻竜典、四方恭子、細川俊夫、片山杜秀

16:00開  場

17:00開  演
会場：広島国際会議場フェニックスホール

一次
予選

二次
予選

本選
ファイナル
コンサート

モーツァルト
16:1 5開  場

17:00開  演

ストラヴィンスキー

コンクール

アカデミー

〈審査員〉

世界に羽ばたく

次世代の指揮者たちの活躍を

ぜひご覧ください!

音楽全般
令和2年4月1日～令和4年3月31日（２年間）

2組（国内・海外各1組）

国内外の音楽界において次世代につな
がる取組として高く評価され、平和文化
の醸成に貢献した個人又は団体

国内外のアニメーション界において、
大きな成果を挙げ、平和文化の醸成に
貢献した個人又は団体

アニメーション
区分 音楽部門 メディア芸術部門

2組（国内・海外各1組）
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平和記念
公園

広島横川

● 県庁

● 市役所

●
原爆ドーム

広島国際会議場
フェニックスホール

●

JMSアステール
プラザ

●

原爆ドーム前駅

新白島

広島城
ア
ス
ト
ラ
ム

ラ
イ
ン
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平和大通り

中
央
通
り

舟入町駅

広島市内をメイン会場に、広島広域都市圏内の街なかで音楽演奏や
パフォーマンス、メディア芸術作品の展示等を行います。

かど
フェスティバル 深刻な状況下にあるウクラ

イナの人々への支援のために
平和祈念コンサート等を
開催します。出演：原田真二
（シンガーソングライター）、
近藤夏子（スペシャルゲスト）

開催日:7/8（金）18:30～
会場:おりづるタワー12階（おりづる広場）

ウクライナ支援
チャリティイベント

はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあの
開館25周年を記念し、世界的なピアニスト
横山幸雄のリサイタルを開催。ショパン国際
ピアノコンクール日本人最年少入賞から30年を
迎える横山幸雄がベートーヴェン、リスト、
ショパンの名曲を披露します。 

開催日:7/16（土）14:00～
会場:はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ大ホール

横山幸雄ピアノ・リサイタル 

広島県吹奏楽連盟に加盟している団体が、日
頃の活動成果を発表するとともに、全日本吹奏
楽コンクール中国大会への推薦団体を決定し
ます。

開催日：7/29（金）～8/10（水）
会場：広島文化学園HBGホール、ふくやま芸術文化ホール

夜、平和大通りの石燈籠
などに灯がともり、竹あか
りが演出された風情の中
での伝統文化体験おもて
なしスペースが出現！

開催日:8/12（金）、8/13（土）17:30～21:30
会場:平和大通り・広島信用金庫前緑地帯
              日本庭園付近（中区富士見町）

平和大通り
"Akari Matsuri"あかりまつり

作曲家「林 光」の代
表的合唱作品「原爆
小景」を始めとした、
東京混声合唱団に
よるコンサートを開
催します。

開催日:8/3（水）19:00～
会場:JMSアステールプラザ大ホール

東混 八月のまつりin広島

原爆犠牲者の追悼と
慰霊、平和を発信す
ることを目的とした
コンサートを開催し
ます。

開催日:8/5（金）18:45～
会場:広島文化学園HBGホール

2022「平和の夕べ」コンサート

はだしのゲンの作者
「中沢啓治」氏が未
来へと遺した詩「広
島 愛の川」を歌い継
ぎ、平和について考
えます。

開催日:8/6（土）17:30～
会場:元安川親水テラス

広島愛の川プロジェクト

「ピースメッセージ・
2022とうろう流し」の
実施に合わせ音楽演
奏を奉献することで、
原爆死没者供養と平
和への祈りとします。

開催日:８/６（土）18:00～20:30
会場:元安川 親水護岸（原爆ドーム対岸）

とうろう流し
ミュージックセレモニー

広島県内の小学校
部門、中学校部門、
高等学校部門及び
大学職場一般部門
の合唱コンクールを
開催します。

開催日:8/7（日）10:30～18:00（予定）
会場:マエダハウジング安佐南区民文化センターホール

第61回広島県合唱コンクール

東京大学音楽部管
弦楽団が日本各地で
行う、サマーコンサー
トツアーの広島公演
です。

開催日:8/7（日）13:00～
会場:広島国際会議場フェニックスホール

東京大学音楽部管弦楽団
サマーコンサート2022 広島公演

はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあの開
館25周年を記念し、全国でミュージカルへの出演
や2人芝居の公演をしている吉本興業所属のお
笑いコンビ「アップダウン」が、今回は戦争をテー
マにした音楽劇を開催。知覧飛行場から出撃した
特攻隊員を演じることで、平和について訴えます。 

開催日:8/11（木・祝）17:00～
会場:はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ大ホール

音楽劇 桜の下で君と

「お酒と共にピアノを楽し
む」をコンセプトに、「紙屋町
まちかどピアノ」のコンサー
トを開催。「音楽」を気軽に
楽しめる空間が紙屋町シャ
レオ中央広場に登場します。

開催日:8/7（日）16:00～19:00
会場:紙屋町シャレオ 中央広場

シャレオト♪ナイト
～紙屋町ジャズナイト～

フェミニンコール広島
創立45年を記念し、
母と子の関係の合唱
団として活動してきた
ジュニアコーラスとの
演奏会を開催します。

開催日:8/11（木・祝）14:00～
会場:マエダハウジング安佐南区民文化センターホール

第24回広島ジュニアコーラス・
フェミニンコール広島定期演奏会

開催日:8/27（土）20:00～
会場:広島市平和記念公園レストハウスからLIVE配信

左手のピアニストが弾く
“明子さんのピアノ”

左手のピアニスト瀬川泰代氏が、レストハウスに
設置されている被爆ピアノ「明子さんのピアノ」
を演奏し、その様子を広く無料でYouTubeラ
イブ配信。広島市立大学（基町プロジェクト）
主催「基町写真展2022 」の関連イベントとし
て、実施します。

開催日:8/20（土）12:00～20:00、8/21（日）17:00～21:00（予定）
会場:横川胡子神社東側河岸一帯8/20、楠木の大雁木8/21
川のアクティビティ、ワークショップ、音楽・ダンスステージ、マルシェやプロジェクト
マッピング花火などの夏フェスを開催。8/21は大雁木カフェ&音楽イベントを開催。

横川カンパイ！王国
「よこがわ・川・夏フェス（ガワフェス2022）」

アニメフィルムフェス

開催日:8/15（月）～8/28（日）6:00～24:00
会場:紙屋町シャレオ北広場
紙屋町シャレオ東中広場に設置している「紙屋町まちかどピアノ」を期間限定で
北広場（予定）に移設。いつもとは違う場所でストリートピアノとしてお楽しみいた
だけます。音楽専攻の大学生による特別演奏も期間中に開催!【協力】中区地域
起こし推進課、広島地下街開発株式会社

ひろしまストリートピアノ
「紙屋町まちかどピアノ」スペシャルウィーク♪

開催日:8/10（水）、8/24（水）①11:45～12:15、②12:20～12:50
会場:①広島県民文化センターロビー
　　 ②HNB&CraftBeerと炭火はればれ前
「音楽を楽しみ、広島の街と皆様の心を元気に！」をスローガンに、「NPO法人 音楽
は平和を運ぶ」による「音まちコンサート」を開催します。8/10は①ハープ、②クラ
リネット・ピアノ二重奏、8/24は①弦楽四重奏、②金管五重奏で演奏します。

音まちコンサート

開催日:8/7（日）、8/21（日）①13:00～13:45、②15:00～15:45
会場:リーガロイヤルホテル広島１Fチャペル リュヴェール
あきクラシックコンサート実行委員会による、コンサートを開催。8/7は声楽・ヴァ
イオリン・ピアノ、8/21はフルート・サクソフォン・ピアノでクラシックの名曲の数々
を演奏します。【協力】広島日野自動車、リーガロイヤルホテル広島

ひのっ子 あきクラコンサート

開催日:8/15（月）～8/28（日）10:30～19:30
会場:福屋広島駅前店 1階時計の広場
有名YouTuberらも演奏した、POPなペインティングの「LovePiano」を福屋広島
駅前店１階に設置します。誰でも自由に演奏できるストリートピアノで、音楽専攻の
大学生による特別演奏も期間中に開催！ 【協力】福屋広島駅前店

ひろしまストリートピアノ 福屋広島駅前店

開催日:8/7（日）16:00～22:00
会場:広島駅前 川の駅
猿猴川、川の駅内での Liveパフォーマンス、DJブース、キッチンカー、バルメニューの
屋台が並ぶ夕涼みの夏フェスを開催します。 

Chill out Riverside Fes

開催日:8/20（土）、8/27（土）、8/28（日）14:00～
会場:ひろぎんHD本社ビル1階イベントスペース
広島市内で活動する文化団体で構成された、広島市文化協会の加盟団体による
イベントを開催します。映像での合唱出演などもあります。8/20はハワイアン音楽、
8/27は南京玉すだれ・銭太鼓・ジャズダンス他、8/28はフラメンコ他など、幅広い
ジャンルの演奏・演技があります。

ひろしままちかど文化祭

開催日:8/17（水）～8/21（日）
会場:横川シネマ
社会的な問題を取り上げるアニメーションを総特集。アカデミー賞ノミネート
『FLEE フリー』、世界的に人気なアイルランドのスタジオ「カートゥーン・サルーン」
の名作選上映も。一部作品はboidsoundで上映します！

平和を考えるための海外アニメーション特集

日印国交樹立70周年等を記念し、国際平和文
化都市広島を舞台に、日印交流を目的としたイ
ンドの文化公演を開催します。

開催日:8/28（日）14:30～16:00（予定）
会場:JMSアステールプラザ中ホール

インド古典舞踊・音楽公演

一流の指揮者・演出
家、全国から選ばれ
たキャストや地元プ
ロオーケストラ等に
よる高水準のオペラ
公演を開催します。

開催日:8/27（土）、8/28（日）両日14:00～
会場:JMSアステールプラザ大ホール

ひろしまオペラルネッサンス
「ドン・ジョヴァンニ」

広島ゆかりの若手
音楽家がマーラーの
交響曲第５番やコル
ンゴルトのヴァイオ
リン協奏曲を演奏し
ます。

開催日:8/28日（日）15:00～
会場:広島国際会議場フェニックスホール

第５回ピース・コンサートinヒロシマ
～若手音楽家による平和の祈り～「愛と平和」

指揮者「大植英次」
氏と地元のプロの演
奏家や学生を中心と
した若手演奏者によ
り6公演を行います。

開催日:9/17（土）、9/18（日）
会場:JMSアステールプラザ、広島文化学園HBGホール

威風堂々クラシック
in Hiroshima 2022

3歳～70代プロ・アマ演
奏家らのヴァイオリン・
ヴィオラ・チェロ・コント
ラバス・チェンバロによ
るバロック音楽のコン
サートを開催します。

開催日:9/25（日）14:00開演
会場:和木町文化会館ホール

はっち弦楽合奏団 第6回定期演奏会
～バロック音楽の愉しみ～

広島市内公民館をサテライト会場に、休館中の
広島市現代美術館とリモートで結び、子どもた
ちの好奇心と創造性を刺激するアートワーク
ショップを開催します。

開催日:8/3（水）13:30～
会場:現代美術館、広島市内公民館
（竹屋・温品・大河・三篠・古市・高陽・瀬野・
石内ほか13公民館）

ゲンビ×公民館 地域アートプロジェクト
「ゲンビアートクルーズ～みつけて、こすって クリエイト」

現代によみがえる儀式舞“比婆荒神神楽”の
レクチャー・ワークショップや神楽公演を行い
ます。

開催日:11/13（日）10:00～20:00
会場:JMSアステールプラザ中ホール

第二回 平和の舞
〈神楽の学校 2022in アステールプラザ〉

街

まちかどコンサート・メディア芸術イベント

期間中、対象店舗でひろフェスのロゴが入ったチ
ケットやTシャツを提示すると、店舗に応じた特
典をゲット。例えば、飲食店の場合、1品サービス
や割引などの特典が受けられます。

対象店舗にひろフェスのチケットやTシャツを提示で特典をゲット!!

広島市中央部商店会振興組合内の参加店
（広島市中心部エリア）

GET!

対象店舗独自の
特典をゲット!

たとえば

COUPON

COUPONTICKET

広島市内全体で

イベント目白押し！ 

盛り上がること間違いなし！

OFFICIAL GOODS

マフラータオル
（110×20cm）

ひろフェスオフィシャルグッズを
会場でお求めいただけます。

※数に限りがございます。
　売り切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。実際と異なる場合がございます。

開催日:8/19（金）18:00～20:00、8/20（土）14:30～20:00
会場:アリスガーデン
8/19は音楽と映像によるEvening LIVE「五行思想」演奏会。
8/20は「アリスガーデンパフォーマンス広場AH!」のスペシャル
バージョンを開催。一般公募によるダンスパフォーマンス、弾き語り、
アイドルステージ、アーバンスポーツデモンストレーションやダンスコンテストを実施。
夜は音楽、ダンスとコラボした即興映像によるビジュアルジョッキーも開催します。

Alice Summer Festival 

まちかどギャラリー
メディア芸術を学ぶ若者たちの展示会

開催日:8/12（金）～8/19（金）
会場:サロンシネマ
爆音上映で知られるboidの音響調整チームが、音楽ライヴ用の機材を映画館に持ち込むので
はなく、映画館にあらかじめ備え付けの機材のみを使って映画の音を1本1本調整する
boidsound。ひろしまアニメーションシーズン2022の開催を記念して、人気アニメ作品を特集上映！

boidsound映画祭 in 広島

使用時間:10:30～19:30〈※店休日及びイベント開催時を除く〉
会場:福屋八丁堀本店 八丁堀SORALA　
福屋八丁堀本店屋上の八丁堀SORALAにストリートピアノが常設設置されており、
自由に演奏ができます。SORALAには子どもが楽しく遊べる玩具や絵本が設置
されており、親子でピアノを気軽に楽しむことができます。

ひろしまストリートピアノ 八丁堀SORALA

開催日:8/2（火）～8/28（日）10:00～18:00〈※月曜日は休み〉
会場:フジタビル1階（中区中町8-6）
メディア芸術を学ぶ学生たちによる展示会を開催します。マンガ、ゲーム、３D、コン
ピューターグラフィックによるイラスト、インスタレーションなどを展示。【出展校】
8/2～8/7代々木アニメーション学院広島校（予定）、8/9～8/14穴吹デザイン専門
学校、8/16～8/21比治山大学・比治山大学短期大学部、8/23～8/28総合学園
ヒューマンアカデミー広島校【協力】株式会社フジタ

ひろフェス
フェア
対象商品

“ひろフェスTシャツ”が
ユニクロのオリジナルデザインの
Tシャツで作れるサイト
「UTme!」で発売。

広島出身の原作者や
監督、広島在住のア
ニメーション作家な
ど、広島にゆかりの
あるアニメーション
作品を上映します。

開催日:8/2（火）～8/5（金）
会場:広島市映像文化ライブラリー

広島ゆかりの
アニメーション2022上映会

けん玉発祥の地廿日市で
行われる「けん玉世界一」を
決める大会。世界中のプ
レーヤーがさまざまなト
リック（技）を競い熱い戦
いが繰り広げられます。

開催日:7/30（土）、31（日）
会場:グローバルリゾート総合スポーツセンター サンチェリー

WOODONE けん玉
ワールドカップ廿日市2022

「江戸時代の西国街道へ
タイムトリップ」をテーマ
に、江戸の街道の雰囲気
で歴史とお酒、食事や音
楽演奏、伝統工芸体験
を楽しむイベントです。

開催日:8/20（土）12:00～21:00
会場:東新天地公共広場（新天地公園） 

西国茶やBar 

広島市周辺地域の中
学校・高等学校及び
大学社会人の吹奏
楽団により、2日間の
プログラムでステー
ジ演奏を行います。

開催日:8/17（水）、8/18（木）両日18:00～20:00（予定）
会場:広島文化学園HBGホール

アートウインド吹奏楽
サマーフェスティバル2022

地元音楽家と公民
館で活動する音楽グ
ループが協力し、音
楽の力で世界の平
和を呼びかけるコン
サートを開催します。

開催日:８/２７（土）13:30～15:00
会場:三篠公民館

平和を願うコンサート

広島県内で活動する
少年少女の合唱団が
「ひろしまのうた」の合
唱演奏や団体紹介・
曲目紹介を含めた演
奏披露を行います。

開催日:8/21（日）13:00～
会場:マエダハウジング安佐南区民文化センターホール

第４２回広島県少年少女
合唱連盟定期演奏会

対象店舗

7/2 土 8/28 日～

ひろフェスフェアでサービスも受けられる
“ひろフェスTシャツ”の購入はこちらのサイトから

各店舗の詳細、特典内容は
　公式ホームページでご確認ください。

ひろフェス
フェア
対象商品ロゴアートやキャラクターデザインのTシャツ、

アンバサダーのSTU48メンバーデザイン
Tシャツなど、順次発売！

ロゴが入ったTシャツやGOODSを
持参して対象店舗にご来店すると

ロゴアート
デザイン

キャラクター
デザイン

STU48今村美月
デザイン

楽しい

参加型イベントも

盛りだくさん!

第63回
広島県吹奏楽コンクール

6月24日現在の情報です。
詳しくは、公式ホームページで
ご確認ください。

連携
イベント

応援
イベント
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