
令和4年4月1日時点

施設名 住所 電話番号

広島国際会議場(国際交流・協力課) 広島市中区中島町1番5号
082-242-8879
（平和文化センター国
際市民交流課）

広島市文化交流会館 広島市中区加古町3番3号 082-243-8881

広島サンプラザ 広島市西区商工センター三丁目1番1号

082-278-5031
（スポーツ教室）
082-278-5032
（文化教室）

５－Ｄａｙｓこども文化科学館 広島市中区基町5番83号 082-222-5346

江波山気象館 広島市中区江波南一丁目40番1号 082-231-0177

交通科学館 広島市安佐南区長楽寺二丁目12番2号 082-878-6211

健康づくりセンター健康科学館 広島市中区千田町三丁目8番6号 082-246-9100

郷土資料館 広島市南区宇品御幸二丁目6番20号 082-253-6771

広島城 広島市中区基町21番1号 082-221-7512

広島平和記念資料館
（一部、平和記念公園での活動あり）

広島市中区中島町1番2号
082-242-7828
（平和文化センター平
和記念資料館啓発課）

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 広島市中区中島町1番6号

082-207-1202
（平和文化センター国
立広島原爆死没者追
悼平和祈念館）

中央図書館 広島市中区基町3番1号 082-222-5542

中区図書館 広島市中区加古町4番17号 082-248-9300

東区図書館 広島市東区東蟹屋町10番31号 082-262-5522

南区図書館 広島市南区比治山本町16番27号 082-251-1080

コジマホールディングス西区図書館 広島市西区横川新町6番1号 082-234-1970

マエダハウジング安佐南区図書館 広島市安佐南区中筋一丁目22番17号 082-879-5060

安佐北区図書館 広島市安佐北区可部七丁目28番25号 082-814-0340

安芸区図書館 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 082-824-1056

佐伯区図書館 広島市佐伯区五日市中央六丁目1番10号 082-921-7560

市有施設等スタンプ登録状況一覧表

ポイント付与の対象となる活動内容や活動場所等については、各施設へお問い合わせください。
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まんが図書館 広島市南区比治山公園1番4号 082-261-0330

５－Ｄａｙｓこども図書館 広島市中区基町5番83号 082-221-6755

映像文化ライブラリー 広島市中区基町3番1号 082-223-3525

あさ閲覧室 広島市安佐南区上安二丁目30番15号 082-830-3675

湯来河野閲覧室 広島市佐伯区湯来町大字和田353番地の1 0829-40-4005

中央公民館 広島市中区西白島町24番36号 082-221-5943

竹屋公民館 広島市中区宝町3番15号 082-241-8003

吉島公民館 広島市中区吉島西三丁目2番10号 082-246-4121

舟入公民館 広島市中区舟入川口町2番8号 082-295-5003

二葉公民館 広島市東区東蟹屋町9番34号 082-262-4430

福田公民館 広島市東区福田四丁目4152番地の1 082-899-2901

馬木公民館 広島市東区馬木二丁目565番地の4 082-899-3062

温品公民館 広島市東区温品七丁目8番19号 082-289-0256

戸坂公民館 広島市東区戸坂出江二丁目10番26号 082-229-3110

牛田公民館 広島市東区牛田新町一丁目8番3号 082-227-0706

早稲田公民館 広島市東区牛田東四丁目19番1号 082-502-1239

仁保公民館 広島市南区仁保新町一丁目8番6号 082-281-1831

青崎公民館 広島市南区青崎一丁目12番7号 082-281-3802

段原公民館 広島市南区段原山崎二丁目7番4号 082-281-3792

大河公民館 広島市南区北大河町15番12号 082-254-6731

楠那公民館 広島市南区楠那町7番10号 082-255-2187

宇品公民館 広島市南区宇品御幸四丁目1番2号 082-253-2529
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似島公民館 広島市南区似島町字家下752番地の74 082-259-1100

草津公民館 広島市西区草津東二丁目20番7号 082-271-2576

三篠公民館 広島市西区打越町10番23号 082-237-3077

観音公民館 広島市西区観音本町二丁目1番77号 082-233-2603

南観音公民館 広島市西区観音新町二丁目16番46号 082-293-1220

己斐上公民館 広島市西区己斐上四丁目2番55号 082-274-7814

己斐公民館 広島市西区己斐中一丁目6番20号 082-273-1765

古田公民館 広島市西区古江西町19番15号 082-272-9001

鈴が峰公民館 広島市西区鈴が峰町44番1号 082-278-7599

井口公民館 広島市西区井口鈴が台二丁目14番8号 082-277-9258

古市公民館 広島市安佐南区古市三丁目24番8号 082-877-2677

佐東公民館 広島市安佐南区緑井六丁目29番25号 082-877-5200

東野公民館 広島市安佐南区東野二丁目22番7号 082-876-1146

安東公民館 広島市安佐南区安東二丁目16番42号 082-878-7683

安公民館 広島市安佐南区上安二丁目2番46号 082-872-4495

祇園公民館 広島市安佐南区西原一丁目13番26号 082-874-5181

祇園西公民館 広島市安佐南区長束六丁目10番28号 082-875-1760

沼田公民館 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 082-848-0242

大塚公民館 広島市安佐南区大塚西六丁目3番2号 082-849-1841

戸山公民館 広島市安佐南区沼田町大字阿戸269番地の3 082-839-3320

可部公民館 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 082-814-4031

白木公民館 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4 082-828-0753
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高陽公民館 広島市安佐北区深川五丁目13番12号 082-842-1125

真亀公民館 広島市安佐北区真亀一丁目3番27号 082-842-8223

倉掛公民館 広島市安佐北区倉掛一丁目12番1号 082-845-1710

口田公民館 広島市安佐北区口田四丁目9番19号 082-842-7744

三入公民館 広島市安佐北区三入五丁目15番9号 082-818-1418

亀山公民館 広島市安佐北区亀山南三丁目16番16号 082-815-1830

安佐公民館 広島市安佐北区安佐町大字飯室3455番地の1 082-835-0111

日浦公民館 広島市安佐北区あさひが丘三丁目23番13号 082-838-3220

船越公民館 広島市安芸区船越五丁目22番23号 082-823-4261

瀬野公民館 広島市安芸区瀬野一丁目29番21号 082-894-8006

中野公民館 広島市安芸区中野三丁目20番9号 082-893-1234

阿戸公民館 広島市安芸区阿戸町6166番地 082-820-8222

矢野公民館 広島市安芸区矢野西五丁目24番2号 082-888-0044

五日市公民館 広島市佐伯区新宮苑11番14号 082-922-8333

湯来西公民館 広島市佐伯区湯来町大字多田2712番地 0829-85-0087

湯来南公民館 広島市佐伯区湯来町大字伏谷13番地の1 0829-86-0607

石内公民館 広島市佐伯区五日市町大字石内3289番地の1 082-941-0120

河内公民館 広島市佐伯区五日市町大字上河内537番地 082-928-0219

皆賀公民館 広島市佐伯区五日市町大字昭和台34番地の2 082-922-6656

五月が丘公民館 広島市佐伯区五月が丘五丁目3番33号 082-941-2121

藤の木公民館 広島市佐伯区藤の木二丁目27番7号 082-927-2496

彩が丘公民館 広島市佐伯区河内南一丁目21番6号 082-927-8338
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美鈴が丘公民館 広島市佐伯区美鈴が丘南三丁目1番9号 082-927-1727

利松公民館 広島市佐伯区利松一丁目18番15号 082-928-8687

八幡東公民館 広島市佐伯区八幡東二丁目6番19号 082-927-4543

八幡公民館 広島市佐伯区八幡三丁目23番22号 082-928-0207

観音台公民館 広島市佐伯区観音台三丁目16番5号 082-921-4762

坪井公民館 広島市佐伯区坪井一丁目32番10号 082-921-0812

五日市中央公民館 広島市佐伯区五日市中央四丁目8番20号 082-921-8070

吉見園公民館 広島市佐伯区吉見園13番1号 082-923-3880

楽々園公民館 広島市佐伯区楽々園五丁目8番32号 082-921-1404

美隅公民館 広島市佐伯区美の里二丁目1番25号 082-923-0622

合人社ウェンディひと・まちプラザ
（まちづくり市民交流プラザ）

広島市中区袋町６番３６号 082-545-3911

広島市男女共同参画推進センター 広島市中区大手町五丁目6番9号 082-248-3320

広島市湯来農村環境改善センター 広島市佐伯区湯来町大字麦谷2501番地 0829-83-1371

中央老人福祉センター 広島市中区西白島町24番36号 082-222-6000

中区スポーツセンター 広島市中区千田町三丁目8番12号 082-241-9355

マエダハウジング東区スポーツセンター 広島市東区牛田新町一丁目8番3号 082-222-1860

南区スポーツセンター 広島市南区楠那町7番31号 082-251-7721

西区スポーツセンター 広島市西区庚午南二丁目41番1号 082-272-8211

安佐南区スポーツセンター 広島市安佐南区伴東三丁目13番16号 082-848-2411

安佐北区スポーツセンター 広島市安佐北区深川二丁目50番1号 082-843-4999

安芸区スポーツセンター 広島市安芸区中野東二丁目3番1号 082-893-1998

佐伯区スポーツセンター 広島市佐伯区楽々園六丁目1番27号 082-924-8198
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ひろしんビッグウェーブ（総合屋内プール） 広島市東区牛田新町一丁目8番3号 082-222-1860

吉島屋内プール 広島市中区光南五丁目1番53号 082-249-8591

出島屋内プール 広島市南区出島一丁目32番92号 082-254-2891

東雲屋内プール 広島市南区東雲三丁目16番3号 082-286-6909

吉島体育館 広島市中区吉島西三丁目2番11号 082-240-5003

宇品体育館 広島市南区宇品海岸三丁目6番54号 082-255-3022

高陽体育館 広島市安佐北区深川六丁目19番15号 082-845-3221

河内体育館 広島市佐伯区五日市町上河内537番地 082-924-8198

湯来体育館（湯来南運動広場・庭球場含む） 広島市佐伯区湯来町大字白砂1215番地の1 0829-40-5100

広島広域公園（エディオンスタジアム広島）各競技場 広島市安佐南区大塚西五丁目 082-848-8484

広島広域公園（エディオンスタジアム広島）テニスコート 広島市安佐南区大塚西五丁目2番1号 082-848-9540

可部運動公園 広島市安佐北区可部町大字勝木1410番地 082-815-5181

瀬野川公園 広島市安芸区上瀬野町 082-894-3210

佐伯運動公園 広島市佐伯区五日市町大字保井田 082-924-5012

広島翔洋テニスコート（中央庭球場） 広島市中区基町2番18号 082-224-2191

戸坂運動広場・庭球場 広島市東区戸坂新町三丁目1916番地 082-220-2044

南観音運動広場・庭球場 広島市西区観音新町二丁目90番地 082-293-5900

祇園運動広場 広島市安佐南区祇園一丁目85番地 082-871-3368

沼田運動広場・庭球場 広島市安佐南区伴北四丁目3987番地1 082-848-2294

筒瀬運動広場 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字岡田10823番地の4 調整中

新宮苑庭球場 広島市佐伯区新宮苑9番地の1 082-921-7478

上河内運動広場・庭球場 広島市佐伯区五日市町大字上河内中山693番地の1 082-927-3701
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下河内運動広場・庭球場 広島市佐伯区五日市町大字下河内字峠平561番地 082-928-8494

湯来運動広場・庭球場 広島市佐伯区湯来町大字和田94番地の20 0829-40-4899

安佐動物公園 広島市安佐北区安佐町大字動物園 082-838-1111

植物公園 広島市佐伯区倉重三丁目495番地 082-922-3600

森林公園 広島市東区福田町字藤ヶ丸１０１７３ 082-899-8241

湯来交流体験センター 広島市佐伯区湯来町大字多田2563番地の1 0829-40-6016

クアハウス湯の山 広島市佐伯区湯来町和田443番地 0829-83-1198

広島市留学生会館 広島市南区西荒神町1番1号 082-568-5931

広島市西部障害者デイサービスセンター 広島市西区商工センター八丁目3番12号 082-279-6075

広島市東部障害者デイサービスセンター 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 082-824-1036

広島市北部障害者デイサービスセンター 広島市安佐北区可部南五丁目8番70号 082-815-0510

広島市心身障害者福祉センター 広島市東区光町二丁目1番5号 082-261-2333

広島市皆賀園 広島市佐伯区皆賀二丁目10番11号 082-921-0813

東地域交流センター 広島市東区尾長東一丁目14番10号 082-261-1036

西地域交流センター 広島市西区福島町一丁目19番12号 082-231-1472

東区常設オープンスペース　ぽっぽひがし 広島市東区東蟹屋町9番34号 082-261-0315

南区常設オープンスペース　キッズひろばみなみ 広島市南区皆実町一丁目4番46号 082-250-4134

安佐南区常設オープンスペース　オアシスあさみなみ 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 082-877-2146

安佐北区常設オープンスペース　スマイルあさきた 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 082-819-0617

安芸区常設オープンスペース　あおぞら安芸っこ 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 082-821-2821

佐伯区常設オープンスペース　おやこっこさえき 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 082-921-5010

西区常設オープンスペース　にしくニコニコひろば 広島市西区福島町二丁目24－1号 082-503‐6288
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令和4年4月1日時点

施設名 住所 電話番号

市有施設等スタンプ登録状況一覧表

ポイント付与の対象となる活動内容や活動場所等については、各施設へお問い合わせください。

神田山荘 広島市東区牛田新町一丁目16番1号 082-228-7311

舟入むつみ園 広島市中区舟入幸町14番11号 082-291-1555

神田山やすらぎ園 広島市東区牛田新町一丁目18番2号 082-223-1390

倉掛のぞみ園 広島市安佐北区倉掛三丁目50番1号 082-845-5025

三田市民農園 広島市安佐北区白木町大字三田 082-845-4347

見張市民農園 広島市安佐北区白木町大字井原 082-845-4347

三国市民農園 広島市安佐北区安佐町大字久地 082-845-4347

広島市シルバー人材センター 広島市中区西白島町23番9号 082-223-1156

広島市民の里＠安佐 広島市安佐北区安佐町久地長沢　毛木地区 082-845-4348

消費生活センター 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階 082-225-3329
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