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黄色は今回の〝ぶらり〟（P3～P5）

安芸太田町：三段峡「五感」体験ウィーク東広島市：わにぶちの滝

周防大島町：SATURDAY FULA（サタフラ）

新型コロナウイルス感染症の

影響により、掲載のイベントが

中止・延期・変更となる場合が

あります。問い合わせ先にご確

認のうえ、お出かけください。
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広島広域都市圏は
広島市を中心に

東は三原市エリアから
西は山口県柳井市エリアまでの

24市町のこと。
ぶら～り、ぶら～り
散策してみませんか？

読者
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親子で楽しむ社会見学&
モノづくり体験 （P1～2）
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社会見学&モノづくり体験
夏休み

の自由研究はこれで決まり!

夏休みに、普段できない体験をするのはいかが？
広島広域都市圏では、自由研究にもぴったりの見学施設やモノづくり体験施設がいっぱい！

親子で訪れて、楽しい夏の思い出を作りましょう。

親子 で
楽しむ

熊野筆伝統工芸士の筆づくりが見学でき、気軽に質問す
ることができる。また伝統工芸士の指導のもと、筆づくり
の12工程のうち「上毛巻き」と「仕上げ」の体験も可能。1
週間前までの予約で、軸に名前の彫刻もしてくれる。

1熊野町中溝5-17-1　:入館料 9/22まで大人300円、高校生以
下無料の特別料金。筆づくり体験3500円 910：00～17：00 ※筆
づくり体験の受付は15:00まで　5月曜（祝日の場合は翌日）、年末
年始　784台　8山陽自動車道広島東ICから25分
=082-855-3010（同工房）

筆づくり見学&体験
筆の里工房

熊野町

場所

竹原市の市木である「竹」を使った風車やかご作りを、職人の丁寧なアドバ
イスを受けながら体験することができる。店内では、職人が作った竹細工
も販売。工房はたけはら町並み保存地区内にあり、観光にもぴったり。

竹細工体験 まちなみ竹工房竹原市 場所

1竹原市本町3-12-14　:風車1連1000円～、竹トンボ500円、四海波かご1500円～ 
※6名以上で希望の場合、前日までの要予約　99:30～16:00　※体験受付は15:00
まで　5年末年始　7あり（道の駅たけはらを利用、48台）　8山陽自動車道河内ICか
ら20分　=0846-22-0973（同工房）

広島県で唯一、手すき和紙づくりの伝統が残る大竹市で、和紙作りの作業
風景や道具を見学。自家栽培しているコウゾを使った紙すきを体験し、世
界でたった一枚のオリジナルハガキ作りにチャレンジしよう。

手すき和紙作業見学&紙すき体験

1大竹市防鹿3365　:大人800円、小学生以下600円　9火・木曜の10:00～
12:00、第2・4日曜の10:00～15：00　58/11～16、12/25～1/5　73台
8山陽自動車道大竹ICから15分　=0827-93-3576（おおたけ手すき和紙保存会）

生産量日本トップクラスのカキの殻を釉薬に利用した「江田島焼き」の陶芸
体験。市内外から出張教室の依頼がある人気陶芸家が分かりやすく教えて
くれるので初心者の人もチャレンジOK。汚れても良い服装で参加を。

江田島焼き体験 沖山工房江田島市 場所

1江田島市江田島町宮ノ原3-14-1　:指導料1000円+材料代として粘土1gにつき2
円（5名以上から。要予約）　98:00～17:00　5不定　73台
8小用港から車で12分　=0823-42-4309（同工房）

履き心地が良い手作り靴が人気のまめ工房で、子どもでもできるかわいい
革細工づくりに挑戦。スリッパやポーチ、定期入れなど作りたいものを親子
で相談しながら、体験してみてはいかが。おそろいで作るのもおすすめ。

坂町

1坂町坂西1-25-34　:お問い合わせください（要予約）
9木・日曜の9:00～16:00　71台
8JR呉線坂駅から徒歩7分　=082-885-3528（同工房）

豊栄にある改装した古民家で、飼育する羊の毛を利用した糸つむぎ体験
ができる。またフェルトで小物作りにもチャレンジ。鍋敷き、コースター、
バッグなどの手作りを楽しんで。

糸つむぎ&フェルト小物づくり体験

1東広島市豊栄町清武1955-1　:糸つむぎ2300円＋材料代200円程度、フェルト体
験　鍋敷き1800円＋材料費500円程度ほか　9土曜の13:00～15:00　73台
8山陽自動車道西条ICから30分　=080-5297-3475（同工房）

新聞が高速で印刷される様子を見学できる。さらに「自転車配達ゲーム」で
の配達の疑似体験や、クイズやパズルに挑戦する「タッチパネル」などを通
して、楽しみながら新聞に親しめる。

新聞印刷の工場見学
ちゅーピーパーク 中国新聞広島制作センター廿日市市 場所

1廿日市市大野387-3　:見学無料　910:00～17:00
5月曜（祝日・振替休日の場合は翌日休館）、年末年始　7あり
8山陽自動車道大野ICから5分、JR山陽本線前空駅から徒歩10分
=0829-50-2866（ちゅーピーパーク メディアプラザ）

宮島細工の職人、藤屋大助が江戸時代後期に創始したといわれる「戸河内
刳物」。ノミやカンナを用いたお玉杓子は「浮上お玉」として多く愛用されて
いるが、体験では初心者でも挑戦しやすい杓子や箸が作れる。

戸河内刳物体験 刳物体験 横畠工芸安芸
太田町

場所

1安芸太田町大字吉和郷335　:杓子作り5000円、箸作り3000円　※汚れても良い
服装で参加を　9要問い合わせ　5要問い合わせ
74台　8中国自動車道戸河内ICから10分　=0826-28-2063（同工房）

大正時代末期に建設された歴史ある建物で、ユニークな「金魚ちょうちん」
と木綿織物「柳井縞」のコースター作りにチャレンジ。柳井土産としても人
気の民芸品&工芸品は、自分で作ればいっそう思い入れが深いものに。

金魚ちょうちん&柳井縞の製作体験
やない西蔵柳井市 場所

1柳井市柳井3700-8　:金魚ちょうちん製作体験900円、柳井縞製作体験400円
99:00～17:00　5火曜（祝日の場合は翌日）、年末年始　7周辺の観光客用駐車場
（無料）を使用　8山陽自動車道玖珂ICから20分　=0820-23-2490（同施設）

里山の中にある、ゆったりした雰囲気が心地良いガラス工房で、オリジナ
ルのガラス作品作りができる。吹きガラスやアクセサリーなどの体験のほ
か、ガラス作家の作品の購入も可能。彩り美しいガラスの世界を楽しんで。

ガラス制作体験 ガラス工房○
（マル）岩国市 場所

1岩国市土生23-1　:4000円～（要予約）　99:00～16:00
5不定　7あり　8山陽自動車道岩国ICから30分
=0827-93-4533（同工房）

人間魚雷「回天」に関するものを中心に、太平洋戦争中の平生町にまつわ
る歴史をまとめた資料を展示。交流館前には、実物大の回天のレプリカも
ある。終戦から75年を迎える今年、改めて平和の大切さを学んでみては。

人間魚雷「回天」の歴史資料を見学
阿多田交流館平生町 場所

1平生町大字佐賀3900-14　:無料　99:00～16:00
5月曜、12/28～1/3　7あり　8山陽自動車道熊毛または玖珂ICから35分
=0820-56-1100（同施設）

おおたけ手すき和紙の里場所

革細工づくり体験 まめ工房 手作り靴教室場所

く り   も の

豊栄ウール工房場所

や な 　 い    じ ま

大竹市

東広島市

か い  て ん

新型コロナウイルス感染症の影響により、見学体験ができない場合があります。事前に問い合わせ先へご確認ください



プレゼント

へそパイ＆
かっぱサブレ
※応募方法は巻末をご覧ください

プレゼント

広島県のほぼ中央に位置し、山間部から
沿岸部まで楽しめる東広島市。市内には
10社の酒造会社があり、酒処として有名
です。また自然豊かな山間部、風光明媚な
沿岸部など美しい自然が楽しめます。

東広島市観光振興課
中嶋惟さん

まろやかな餡をパイ生地で包み
込んだ「へそパイ」と豊栄のかっ
ぱ伝説をモチーフにした「かっぱ
サブレ」。奥田文具店、四季彩
館、豊栄くらすで購入できる。

安芸太田町産の祇園坊柿100％使用の柿酢。
渋柿なのでタンニンが豊富に含まれ、健康酢とし
ておすすめ。道の駅来夢とごうちで購入できる。

東広島市
をぶらり

HIGASHIHIROSHIMAHIGASHIHIROSHIMA

広島県広島県

祇園坊柿酢

安芸太田町
をぶらり

AKIOTAAKIOTA

広島県広島県

【広島市からのアクセス】
車／中国自動車道戸河内ICから6分

自然の豊かさあふれる「あきおおた」で
は、自然資源を活かしたお祭りやスキーや
スノーボードの山遊び、SUPやカヤックな
どの川遊びが楽しめます。癒やしの森で体
験できる森林セラピー®もおすすめ。

※応募方法は巻末をご覧ください

1
名様

ここ!

安芸太田町企画課
志水大将さん

ぶらり
1

板鍋山は、東広島市豊栄町の南に位
置し、標高757ｍの山頂からは、360
度の絶景が堪能できる。山頂付近（標
高753ｍ）にある駐車場から、山頂まで
登ることができるため、家族での登山
に最適。

家族登山に
ぴったりの
板鍋山

恐羅漢に
住んでいる
森の妖精だよ

もりみん

大小さまざまな滝、淵などが織りなす自
然あふれる渓谷で、SUPやカヤック、
森林セラピーが体験できるイベントを
開催。豊かな自然を体感してリフレッ
シュしよう。

三段峡「五感」体験ウィーク
>三段峡（安芸太田町大字柴木）
;要問い合わせ
8中国自動車道戸河内ICから10分
=0826-28-1800
（地域商社あきおおた）

豊かな
自然を
五感で体験！

日本屈指のアーチ式ダム・
温井ダム

四季折々の姿見せる
美しい原風景

「日本棚田百選」に選ばれた風光明媚な棚田。井仁棚田
体験会では、昔の田植えの再現や刈り取った稲をはで干し
するなど、伝統的農法の継承の場としても注目を集める。

トムミルクファーム
約200頭の乳牛を飼
育する農場で牛の乳し
ぼりやバターづくり体験
が楽しめる（いずれも要
予約）。ジェラートやみ
るくカレー、みるくラーメ
ンも人気。

コメカラ

西条の酒造施設群

西条の酒と米粉を使っ
たヘルシーな唐揚げ。
酒どころ、米どころの東
広島発の新ご当地グル
メ。市内30以上の飲食
店で提供中。お得な周
遊クーポンもあり。

「日本の20世紀遺産
20選」に選定。明治・
大正期の土蔵など72
件が国の登録有形文
化財に指定されてい
る。なまこ壁などが残る
風情ある街並みが美し
い。

1東広島市豊栄町乃美1083-5
=082-420-3323

>東広島市西条本町周辺
=082-420-0941（東広島市産業部観光振興課）

>東広島市西条本町周辺
=082-421-2511（西条酒蔵通り観光案内所）

季節
の

お出か
け

スポッ
ト

安芸津町風早にある一棟丸ごと貸し切れるレンタルコ
テージ。2.5㎞離れた場所に「カフェダイアリー」というカ
フェもあり、美しい海を眺めながらの飲食もできる。

Y51 by the sea

=0846-45-6251
1東広島市安芸津町風早761-3

瀬戸内海に浮かぶ周囲1.6㎞の無人島。海と森が調
和した豊かな自然に触れながら、キャンプ場やファイヤー
サークル、バーベキューなどを楽しむことができる。

龍王島自然体験村

=0846-45-5464（公益社団法人 東広島市シルバー
人材センター安芸津連絡所）　1東広島市安芸津町
風早650-41 ※開村期間は1/4～12/27

季節
の

お出か
け

スポッ
ト

西日本有数の「峡谷凝縮美」が楽しめる全長約16㎞
の大峡谷。黒淵・猿飛・二段滝・三段滝など見どころ満
載。ＳＵＰやカヤック体験もできる。

三段峡

=0826-28-1800（地域商社あきおおた）
1安芸太田町大字柴木

広島県最高峰の恐羅漢山の中腹に位置。標高が高い
ため夏でも涼しく、自然の木々に囲まれた涼やかな空気
の中でバーベキューやキャンプが楽しめる。

恐羅漢エコロジーキャンプ場

=0826-28-7270
1安芸太田町大字横川740-1 ※開場は11月中旬まで

板鍋山
>東広島市豊栄町鍛冶屋　8山陽自動車道西条ICから40分。山頂へのドライブ
ルート：【北側ルート】北側林道入口から約3㎞。豊栄町乃美国道375号の「板鍋山
無線中継所」案内板が目印　※南側ルート（能良からの林道）は通行止め
=082-420-0941（東広島市産業部観光振興課）

ぶらり
2

わにぶちの滝は、沼田川の支流、造賀川
にある水量豊かな落差6ｍの小さな滝。美
しい姫に恋をして討ち果たされた大蛇の物
語が伝えられている。周辺には公園や遊歩
道、ベンチが設置され、散策にぴったり。

落差6mの
小さな滝
散策に◎

わにぶちの滝
>東広島市福富町上戸野　8山陽自動車道西条ICから20分
=082-435-2302（福富支所地域振興課）

8月中旬（予定）【広島市からのアクセス】
車／山陽自動車道西条ICから7分

吟醸酒発祥の地、
東広島へぜひ
遊びにきてpon！

のん太

ここ!

1
名様

1安芸太田町大字加計1956-2　=0826-22-1501
（国土交通省中国地方整備局 温井ダム管理所）

1安芸太田町大字中筒賀井仁
=0826-32-2085（井仁棚田交流館）

アーチ式ダムとしては、黒部ダムに次ぎ日本で2番目の高
さとなる156ｍを誇り、毎年4月中旬から6月初旬にかけて
放流が行われる。大迫力の放流を間近で体験してみて。

東広島市ってこんなとこ！ 安芸太田町ってこんなとこ！

いた   なべ    やま

ぶらり
1

日本でも有数の渓谷美を誇る、国の
特別名勝・三段峡について、全218
ページ460枚以上の写真と解説付き
で紹介。2750円、売り上げの一部は
三段峡の保全活動に使われる。 
※詳細はQRコードから

=0826-28-1800
（地域商社あきおおた）

三段峡
ガイドブック
発売中！

3 4
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広島広域都市圏 NEWS
暑い夏をさらに熱く盛り上げるイベントを紹介！

動物模様が描かれた焼き物
を紹介する「やきもの動物
園」。通信使が残した景勝地
の記録を展示する「朝鮮通
信使が見た日本」。2つの所
蔵作品展を開催。
>松濤園（呉市下蒲刈町下島2277-
3）　;9:00～17:00
:大人800円、高校生480円、小・中
学生320円
=0823-65-2900（同園）

松濤園所蔵品展Ⅱ
「やきもの動物園」「朝鮮通信使が見た日本」

呉市

（日）

星空の下で、子どもも大人
も楽しめる映画の上映会を
野外で開催。ゲームやス
テージイベントも行われ、
夜店の出店もあり。非日常
感あるひとときを楽しんで。
>せら夢公園（世羅町黒渕518-1）
;17:00～
:無料（体験は一部有料）
=0847-25-4400
（せら夢公園管理センター）

ほしぞら映画祭
世羅町

第29回上関水軍まつり
上関町

木江厳島神社の祭礼。木江
港中心に繰り広げられる櫂
伝馬（かいでんま）競漕は、
「島の宝100景」にも選ばれ
ている。勇壮なその姿をじっ
くりと楽しんで。
>木江港周辺（大崎上島町木江）
;10:00～20:40
:無料
=0846-65-3455
（大崎上島町観光協会）

木江十七夜祭
き   の  え    じゅう     しち      や     さい

大崎上島町

豊平産のソバの実を使い、ソバの風味
が味わえる新感覚ビールが誕生。売り上
げの一部は地元スポーツチームに寄付
される。
　　 道の駅豊平どんぐり村どんぐり荘
（北広島町都志見12609）
=0826-84-1313
（道の駅豊平どんぐり村どんぐり荘）

見逃せない、最新トピックスはこちら！

古民家カフェ「メゾン ディオン」がOPEN！

東野町の古民家がカフェへ
転身。フランス人シェフが提
供するブルターニュ地方の
厳選素材を使用した本場の
ガレットやクレープは絶品。
>竹原市東野町816
;11:00～17:00
5火・水曜
=080-4710-5797

水軍太鼓などのステージイ
ベントや魚介類の競り市、
バーベキューなど盛りだく
さん。イベントの最後は花
火が夜空を彩り、上関の海
を照らす。
>道の駅上関海峡周辺（上関町室津
904-15）
;17:00～21:00
:無料
=0820-62-0360
（上関町産業観光課）

7/25
（土）

8/9
（日）（日）

7/15（水）～
9/28（月）

毎年開催される、阿多田島
一円を会場とする釣り大会。
県内有数の恵まれた釣り場
である阿多田島で、釣果を
競い合う。有料、要事前申し
込み。
>阿多田島一円（大竹市阿多田島）
;8:00～17:00　:未定
=0827-59-2131（大竹市総務部産
業振興課内大竹市観光漁業実行委員
会）

あたた愛ランドで釣り大会
大竹市

（日）

錦帯橋の夏の風物詩・う飼
が屋形舟に乗って観賞でき
る。手が届きそうな距離で
繰り広げられる古式鮎漁。
名勝・錦帯橋とともに堪能し
て。
>錦帯橋上河原 鵜飼い乗り場（岩国市
岩国）　;19:00～21:00
:乗船は大人2200円、小学生1100
円 ※要予約　=0827-28-2877
(岩国市観光協会鵜飼事務所）

錦帯橋のう飼
岩国市

（日）
６/1（月）～
9/10（木）

販売

新登場
「豊平そばBEER！」で乾杯

竹原市 北広島町

8/1
（土）

7月下旬
または
8月上旬

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが中止・延期・変更となる場合があります。事前に問い合わせ先へご確認ください

【広島市からのアクセス】
車／山陽自動車道玖珂ICから30分

周防大島町
をぶらり

SUO-OSHIMASUO-OSHIMA

山口県山口県

島そだちプレミアム
ジュース100％
※応募方法は巻末をご覧ください

プレゼント

1
名様

やまぐちブランド認定のみかん
「島そだち」を一定の品質基準で
選びだした果汁100％ジュース。
周防大島町内各JA店舗、道の
駅サザンセトとうわで購入できる。

アロハオイスター
周防大島で採れる天
然岩牡蠣は、手のひら
サイズを超える大きさを
誇る。知る人ぞ知る夏
のグルメ。旬を迎える絶
品アロハオイスターを
味わって。

サザンレク片添山口県知事杯
ビーチバレー大会

嵩山山頂展望台

7月12日（日）、瀬戸内の
ハワイ周防大島が誇る片
添ヶ浜海浜公園で、ビー
チバレー大会を開催。熱
戦を楽しもう。大会出場は
要申し込み、有料。

空に突き出すように作
られた展望台からは、
瀬戸内海から周防大
島の集落まで見渡せ
る。頂上のパラグライ
ダーの滑走路はフォト
スポットとしても人気。

>町内飲食店　=0820-72-2134（周防大島観光協会）

>片添ヶ浜海浜公園（周防大島町平野）
=0820-78-5048（周防大島町教育委員会社会教育課）

>周防大島町東安下庄
=0820-79-1003（周防大島町商工観光課）

ぶらり
1

瀬戸内のハワイともいわれる周防大島
では、夏の風物詩となったフラダンスの
イベントを今年も開催。毎年100チー
ムを超えるフラダンサーが来島し、夏を
盛り上げる。

この夏は
瀬戸内の
ハワイへ

ぶらり
2

至近距離で
迫力満点の
花火を
至近距離から打ち上げる迫力満点な「夢花火」
が毎年人気。多彩なゲストが出演するステージイ
ベントや夜店、フリーマーケットなどもあり、大人も
子どもも楽しめる。

くか夢夏まつり
>山口県周防大島町防災センター周辺
（周防大島町大字玖珂5066-5）
;17:30～21:00
8山陽自動車道玖珂ICから45分
=0820-72-0478（くか夢夏まつり実行委員会）

8月15日（土）

季節
の

お出か
け

スポッ
ト

オートキャンプサイトやコテージがあり、テントなどキャンプ
用具のレンタルも可能。ハワイ州カウアイ島のような白
い砂浜が広がる海水浴場もある。

片添ヶ浜海浜公園
オートキャンプ場

=0820-78-0985
1周防大島町平野

瀬戸内海の活魚と島の農産物などを取りそろえる道の
駅が、昨年売り場店舗を拡大しリニューアル。一番人気
のみかんソフトクリームをぜひ味わって。

道の駅サザンセトとうわ

=0820-78-0033
1周防大島町大字西方1958-77

SATURDAY HULA （サタフラ）
>島内各所　;デイステージ13:00～16:00、ナイトステージ18:00～21:00
8山陽自動車道玖珂ICから40～60分　=0820-72-2134（周防大島観光協会）

7月18日（土）～8月29日（土）
までの毎週土曜

周防大島町
商工観光課　
左から 田和智博さん、
三浦裕子さん、
家成周輔さん

周防大島町ってこんなとこ！

みんな遊びに
きてね

みかキン　みかトト

ここ!

瀬戸内海の島では3番目の面積を有する
周防大島。島と本土は大畠瀬戸を渡る大
島大橋でつながります。年間平均気温
15.5℃と温暖で、瀬戸内の海と四季の彩
り豊かな美しい自然あふれる町です。

5



6月 8月
その他の

イベント情報は
「ひろたび」で

チェック！
広島広域都市圏 EVENT GUIDE

広島広域都市圏サイト（右下コード）から応募または、はがきに以下の必要事項をお書きの
上、あて先までお送りください。◎必要事項　①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤希望
する商品名 ⑥「り～ぶら」を入手された場所 ⑦「り～ぶら」で取り上げてほしいテーマなど
のご意見・ご感想
◉あて先 〒730‐8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
 広島市広域都市圏推進課内
 広島広域都市圏協議会事務局「り～ぶらプレゼント」係
◉締め切り 2020年8月31日（月）消印有効
◉発　表 厳正な抽選の上、発表は発送をもって代えさせていただきます。
※お預かりした個人情報は、プレゼントの抽選および発送にのみ使用いたします。

「り～ぶら」からのプレゼント応募方法 広島広域都市圏の最新のイベントや観光情報は、
広島広域観光情報サイト「ひろたび」でチェック！

ひろたびこ
こ
か
ら
も

応
募
で
き
ま
す 広島広域都市圏イベント情報紙「イチ押し！情報ステーション“り～ぶら”」vol.85夏号

2020年6月1日発行 ※掲載の情報は2020年4月現在のものです。

広島広域都市圏協議会（事務局 広島市広域都市圏推進課）
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34　☎082-504-2017

発 行
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海田町

江戸時代の主要道路である西国街道と海田市界
隈をガイドの解説とともに散策する。毎月第4土曜
に開催。参加費100円、1週間前までに電話で申し
込みが必要。
>JR海田市駅集合
=082-823-9234（海田町魅力づくり推進課）

西国街道・海田市めぐりガイドツアー

6/27（土）・7/25（土）・
8/22（土）

府中町

ヨーロッパの修道院などで広く演奏されるシター。
広島市在住のシター奏者・白井朝香さんが美しい
音色を響かせる。ゆったりと穏やかな気持ちにな
れるコンサートを楽しんで。
>安芸府中生涯学習センター　くすのきプラザ（府中町本町
1-10-15） =082-286-3276（府中公民館）

七夕コンサート

7月4日(土)

熊野町

熊野町のキャラクター・ふでりんが探偵に。ふでり
ん探偵と一緒にクイズを解きながら、「黄金の筆」
を探そう。特別料金 大人300円、高校生以下無料。
>筆の里工房（熊野町中溝5-17-1）
=082-855-3010（同工房）

展覧会「探偵ふでりんと黄金の筆」

7/11（土）～
9/22（火・祝）

呉市

下蒲刈島南部にあり、200ｍに渡って続く砂浜が
美しい梶ヶ浜海水浴場の海開きイベント。稚魚放
流やふるさと産品の販売などを予定。広島市から
のアクセスもよく、マリンレジャーを楽しむのにお
すすめのスポット。
>梶ヶ浜海水浴場（呉市下蒲刈町）
=0823-65-2311（下蒲刈市民センター内同実行委員会）

梶ヶ浜ビーチフェスタ2020

7月12日(日)

安芸太田町

加計商店街で開催される夏祭り。神楽が披露され
るほか、夜店も多く出店。芸能パレードでは、町内
の各団体が民謡流しやよさこい、神輿などを披露
し、祭りをにぎやかに盛り上げる。
>加計本通り商店街（安芸太田町加計）
=0826-22-2525（太田川交流館かけはし）

納涼加計まつり

7月中旬

北広島町

道の駅豊平どんぐり村で行われる夏の一大イベン
ト。神楽上演などのステージ、地元グルメが楽しめ
る。見逃せないのは、毎年恒例の打ち上げ花火。祭
りのフィナーレを彩り、盛り上がりも最高潮に。
>豊平どんぐり村（北広島町都志見12609）
=0826-84-1414（どんぐり財団）

食の浪漫紀行どんぐり夏の陣2020

7月18日(土)

世羅町

2018年に誕生した西日本初・最大のペチュニア
ガーデンでイベントを開催。カラフルなペチュニ
アが夏の丘を美しく彩り、楽しませてくれる。大人
800円、子ども400円。
>花の駅せら（世羅町黒渕権現山413-20 旧世羅ゆり園）
=0847-27-1555（同園）

ペチュニア祭

7/23（木・祝）～
9/13（日）

周防大島町

海と山に囲まれた開放感いっぱいの野外イベント。
20～30店舗で旬の地元の産物を販売。鮮魚や野
菜、果物、加工品など、生産者の生の声を聴きなが
ら購入できる。子どもが喜ぶキッズスペースもあり。
>橘総合支所奥 安下庄オレンジ公園横（周防大島町西安下
庄）　=0820-77-1003（同実行委員会）

安下庄海の市

7月26日(日)

竹原市

江戸時代から続く伝統的な
海の祭。川沿いに子供絵提
灯を掲げ、夜店や神輿渡御、竹原やっさ踊り大会
の他、櫂伝馬と呼ばれる船も登場する。
>住吉神社一帯（竹原市本町）
=0846-22-0298（同実行委員会）

竹原住吉まつり

柳井の民芸品『金魚ちょう
ちん』をモチーフにした夏の一大イベント。会場に
は約4000個の金魚ちょうちんが装飾され、金魚ね
ぶたが練り歩く。
>JR柳井駅～白壁の町並み一帯
=0820-22-2111（柳井市商工観光課）

第29回柳井
金魚ちょうちん祭り

8/1（土）・2（日）

柳井市 8月13日(木)

大崎上島町

「報恩栄弥栄弥栄（ホーオンエーヤエーヤエー）、
宝来栄弥歳の歳 （々ホラヨヤサノサッサ）」のかけ
声と太鼓の音に合わせて漕ぎ、速さを競う「櫂伝
馬競漕」。町が誇る伝統文化を楽しんで。
>白水港周辺（大崎上島町東野）
=0846-65-3455（大崎上島町観光協会）

ひがしの住吉祭

8/13（木）

坂町

フリーマーケット、ステージショー、屋台の出店に
夢のくじ抽選会と老若男女が楽しめる盛りだくさ
んのイベント。盆踊り大会では、伝統の地踊りや坂
町音戸をみんなで踊ることができる。
>パルティフジ坂駐車場（JR呉線坂駅前）
=082-885-1200（広島安芸商工会坂支所内同実行委員
会）

潮の香まつり

8月15日(土)

あ      げのしょう しお            か

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが中止・延期・変更となる場合があります。事前に問い合わせ先へご確認ください
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