
第３０回 東広島市 

主 催    東広島市生涯学習フェスティバル実行委員会 
お問合せ 東広島市教育委員会 生涯学習課 
         〒739-8601  東広島市西条栄町８番２９号 TEL:（０８２）４２０－０９７９  FAX:（０８２）４２２－１６１０ 

会場  東広島芸術文化ホールくらら（メイン会場） 
 志和生涯学習センター 
 黒瀬保健福祉センター 
 久芳地域センター 

 豊栄生涯学習センター 
 河内地域センター 
 安芸津生涯学習センター 
 ホームページ会場（各ご家庭） 

・１１月１日（ ） 
9：30～16：00 9：30～16：00 

１０月３１日（ ） 令和２年 

※メイン会場には手話通訳者・要約筆記者が待機しております。ご希望の方は1階フェスティバル総合案内にお申し出ください。 

東広島市公認 
マスコットキャラクター 
「のん太」 

第３０回  
東広島市 



今年の生涯学習フェスティバルは 

【福富会場】 

久芳地域センター 
東広島市福富町久芳1545番地１ 
（福富支所２Ｆ） 
 

＜体験コーナー＞当日参加ＯＫ 
●エコバッグづくり 
 

●ブーメランを飛ばそう 
 

●紙コップコロコロカーリング 
 

＜地域別活動展示＞ 

【黒瀬会場】 

黒瀬保健福祉センター 
東広島市黒瀬町丸山1286番地１ 
 

＜講座＞事前予約の方のみ 
食べ物と健康～健康寿命を延ばすた
めの食べ物 
 

＜地域別活動展示＞ 
 

黒瀬図書館 
東広島市黒瀬町菅田10番地 
 

＜イベント＞当日参加ＯＫ 
●本のリサイクル市 
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番
号 

場所 内容 

1 
安芸津歴史
民俗資料館 

＜講座＞ 
●10月31日 ①11：00～ ②13：30～③１５：３０～ 
   安芸津の塩田と製塩業の歴史 

2 
志和生涯 
学習センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●10月31日 ①13：30～②１４：３０～ 
  ○○で昭和のママ振り袖が、令和の振り袖に 
  大変身！ 

3 

①志和生涯
学習センター 

②志和堀 
地域センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日 ①１０：００～②１３：３０～ 
  集まれ！“好機幸齢者”～○○で脳活！カラダ 
  で笑活！ 

4 
久芳地域 
センター 

＜体験コーナー＞ 
●エコバッグづくり（10/31午前） 
●ブーメランを飛ばそう（11/1午前） 
●紙コップコロコロカーリング（11/1午後） 

5 
黒瀬保健 
福祉センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日10：００～ 
食べ物と健康～健康寿命を延ばすための食べ物 

６ 
豊栄生涯 
学習センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日 １０：００～ 
  漢方医学で、ウイルスに負けない体をつくろう！ 

【志和会場】 

志和生涯学習センター 
東広島市志和町志和西1432番地 
 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●○○で昭和のママ振り袖が、 
  令和の振り袖に大変身！ 
 

●集まれ！“好機幸齢者”～○○ 
  で脳活！カラダで笑活！ 
 

＜地域別活動展示＞ 

【メイン会場】 

東広島芸術文化ホールくらら 
東広島市西条栄町7番19号 



  くららだけじゃない！ 

【豊栄会場】 

豊栄生涯学習センター 
東広島市豊栄町鍛冶屋271番地 
 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●漢方医学で、ウイルスに負けな 
  い体をつくろう！ 
 

＜地域別活動展示＞ 
 

豊栄図書館 
東広島市豊栄町鍛冶屋271番地 
 

＜イベント＞当日参加ＯＫ 
●雑誌リサイクル市 

【安芸津会場】 

安芸津生涯学習センター 
東広島市安芸津町三津４３９８番地 

＜講座＞当日参加ＯＫ 
●安芸津の塩田と製塩業の歴史 
  （安芸津歴史民俗資料館） 
＜地域別活動展示＞ 

【河内会場】 

河内地域センター大ホール 
東広島市河内町中河内１２０５番地 
 

＜ホームページ会場限定講座＞当日参加ＯＫ 
●河内町で生まれた偉人 
  ～江木鰐水～ 
 

＜地域別活動展示＞ 
 

河内こども図書館 
東広島市河内町中河内1166番地 
 

＜イベント＞当日参加ＯＫ 
●雑誌リサイクル市 

3 
詳細は９ページへ 

番
号 

場所 内容 

1 
安芸津歴史
民俗資料館 

＜講座＞ 
●10月31日 ①11：00～ ②13：30～③１５：３０～ 
   安芸津の塩田と製塩業の歴史 

2 
志和生涯 
学習センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●10月31日 ①13：30～②１４：３０～ 
  ○○で昭和のママ振り袖が、令和の振り袖に 
  大変身！ 

3 

①志和生涯
学習センター 

②志和堀 
地域センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日 ①１０：００～②１３：３０～ 
  集まれ！“好機幸齢者”～○○で脳活！カラダ 
  で笑活！ 

4 
久芳地域 
センター 

＜体験コーナー＞ 
●エコバッグづくり（10/31午前） 
●ブーメランを飛ばそう（11/1午前） 
●紙コップコロコロカーリング（11/1午後） 

5 
黒瀬保健 
福祉センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日10：００～ 
食べ物と健康～健康寿命を延ばすための食べ物 

６ 
豊栄生涯 
学習センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日 １０：００～ 
  漢方医学で、ウイルスに負けない体をつくろう！ 

【安芸津会場】 

安芸津生涯学習センター 
東広島市安芸津町三津４３９８番地 
 

＜地域別活動展示＞ 
 

安芸津歴史民俗資料館 
東広島市安芸津町三津4398番地 
 

＜講座＞当日参加ＯＫ 
●安芸津の塩田と製塩業の歴史 



開会式・オープニングイベント～くらら小ホール 

開会式   ９：３０～９：５０  

生涯学習パスポートプラチナ賞、 
ダイヤモンド賞の表彰 など 

オープニングイベント  10：００～  

福富源流太鼓 太鼓演奏 

11月1日（日）  わくわくステージ  

開始時刻 終了時刻 分類 団体名 

9：30 9：50 演 大正琴ばばバンド レインボー 

10：00 10：20 演 東広島三味線同好会 

10：30 10：50 ダ Hālau hula O Lehua ‘Ula 

11：00 11：20 演 伏谷健児Instrumental ソロギター 

11：30 11：50 演 いくわ会 

12：00 12：20 ダ オハナ フラ エ カイノア 

13：20 13：40 演 大正琴（くらら）やわらぎ会① 

13：50 14：10 演 大正琴（くらら）やわらぎ会② 

14：20 14：40 演 大正琴白ゆり会・花みずき会 

14：50 15：10 演 大正琴カトレア会・白ゆり会 

15：20 15：30 ダ レイフラワー西条ティアレ 

15：40 15：50 ダ ＤＤＫ東広島 

ダ 演 …ダンス      …演奏 
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メイン会場催事～くらら大ホール 

※地域会場・ホームページ会場でもご覧いただけます。 

10月31日（土）  同時開催  
けんみん文化祭ひろしま2020～東広島地区フェスティバル～  



１ 

2 

3 

4 

メイン会場催事～1階 

番
号 

場所 内容 

１ 
こもれび
広場 

＜展示＞当日参加ＯＫ 
●東広島市男女共同参画推進計画（きらきらプラン）のパネ 
  ル展示 
 東広島市生活環境部人権男女共同参画課 
 

●要約筆記のご紹介 
 東広島市要約筆記サークル「花たば」 

２ 小ホール 
＜YouTubeライブ視聴会場＞当日参加ＯＫ 
YouTubeライブを体験してみませんか？ 

３ 小ホール 

＜展示＞当日参加ＯＫ 
●小学校科学研究作品展 
  東広島市立学校教育研究会小学校理科部会 
 

●東広島市立学校教育研究会 
  東広島市立学校教育研究会小学校社会科部会 
 

●「広国市民大学」「しあわせ健康センター」紹介  

   広島国際大学 広国市民大学・しあわせ健康センター 
 

●東広島市の4大学の紹介  
   東広島市政策推進監 
 

●学校における食育の取組 
    学校給食栄養士部会・学事課・指導課 
 

●東広島市日中親善協会活動紹介 
  東広島市日中親善協会 
 

●東広島市防災士ネットワーク協働活動紹介 
   東広島市防災士ネットワーク 

４ 
市民 
ギャラリー 

＜展示＞当日参加ＯＫ 
●地域別活動展示 
 （地域センターなどで行われた講座に参加された市民の皆 
  様の作品展示） 
 

●生涯学習課の取り組みとボランティア活動支援センターの 
  紹介 

５ 出口 ●まなぶちゃんノート・生涯学習パスポートのポイント受付 

5 

東広島市日中親善協会 

5 



１ 

2 

4 

3 

5 

6 

番
号 

場所 内容 

１ ラウンジ 

＜展示＞当日参加ＯＫ 
●COOL CHOICE （賢い選択）  東広島市環境対策課 
 

●『エコ ＩＮＮ くろせ』活動紹介 
    地球温暖化対策地域協議会『エコ ＩＮＮ くろせ』 
 

●教えて！消費生活    東広島市消費生活センター 
 

●ひろしま国際プラザの紹介 
    ひろしま国際プラザ（JICA中国・ひろしま国際センター） 
 

●着物・古くなった洋服等をリフォーム    リフォーム同好会 
 

●かんたんお役立ち防災グッズ～身近なもので作ろう 
    生活協同組合ひろしま 
 

●東広島市赤十字奉仕団活動紹介    東広島市赤十字奉仕団 
 

●東広島市消防局東広島消防署からのお知らせ    東広島消防署   

２ 
202･
203 

＜展示・体験・ワークショップ＞当日参加ＯＫ 
（10月31日午前） 
●プラバンをつくろう！ 
    三ツ城放課後子供教室（わくわく広場）、メイプルミッツ（広島大学生） 
 

（10月31日午後） 
●知っていますか？紙の本のない図書館を！ 
    東広島市立中央図書館 
 

（11月1日午前） 
●広島県立西条農業高等学校 スーパーサイエンスハイスクー 
  ルの取組 
 

●「背守り」体験 
 

●地元東広島市の希少植物「サイジョウコウホネ」に関する研究 
    広島県立西条農業高校 
 

 （11月1日午後） 
●みんなの税を知ろうよ!!～東広島を幸せなまちにしよう～ 
    西条納税貯蓄組合連合会（財務部 収納課） 

メイン会場催事～２階 

6 

防災士ネットワークはこっち？ 



番
号 

場所 内容 

3 ２０１ 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●10月31日 10:00～ 
   知るほどハマる日本文化～和紙人形をつくろう！ 
   【ひろしま国際センター 上田順子さん】 
 

＜展示・体験・ワークショップ＞当日参加ＯＫ 
（11月1日午前） 
●あなたの東広島通度をチェック！ 
    東広島ボランティアガイドの会 
 

（11月1日午後） 
●折り紙で作る「蓮の花」体験コーナー 
    気功「法輪功」愛好者の会 

4 
208･ 
209 

＜展示・体験・ワークショップ＞当日参加ＯＫ 
●教育・スポーツ・文化振興の発表展 
 

（10月31日） 
●簡易体力テスト 
 

（11月1日） 
●国際交流・多文化共生クイズ 
    東広島市教育文化振興事業団 

5 
204･ 
205 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●10月31日 11:00～ 
   眠りの質を上げましょう 
   【広島国際大学 田中秀樹さん】 
 

●10月31日 13:00～ 
  「自分だけはだまされない」と思っていませんか？ 
   【東広島市消費生活センター】 
 

●11月１日 10:30～ 
  日本酒ができるまで～微生物と発酵食品 
  【酒類総合研究所 吉田裕一さん】 
 

●11月１日 13:30～ 
  スマホ教室 
  【ソフトバンク株式会社 大西孝さん】 

6 207 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●10月31日 10:30～ 
  初めてのプログラミング教室 
  【近畿大学工学部加島研究室の皆さん】 
 

●11月１日 ①13:00～ ②14:30～ 
  志和の蜜ろうリップグロス・志和のハーブポプリ 
  をつくろう！ 
  【森口美優さん】 

メイン会場催事～２階 

7 



番
号 

場所 内容 

１ 
301･
302 

＜体験＞当日参加ＯＫ 

●歩き方チェックコーナー 
 あなたの歩き方を最新の機械でチェックしてみましょう！ 
（10月31日午後・11月1日） 

メイン会場催事～３階ほか 

市民文化センター  東広島市西条西本町28番6号  

場所 内容 

アザレア 
ホール 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●10月31日 10:00～ 
   動作解析にもとづくウォーキング講座 

   【広島大学 田中亮さん】 
 

●１０月31日14：00～ 
   “痛み”はコントロールできる？！ 
   【広島大学 服巻豊さん】 

8 

中央図書館   東広島市西条中央7丁目25-11  

内容 

＜イベント＞当日参加ＯＫ 
●ブック交換市 

１ 



各地域会場ほか 

地域会場  

番
号 

場所 内容 

1 
安芸津歴史
民俗資料館 

＜講座＞当日参加ＯＫ 
●10月31日 ①11：00～ ②13：30～③１５：３０～ 
   安芸津の塩田と製塩業の歴史 

2 
志和生涯 
学習センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●10月31日 ①13：30～②１４：３０～ 
  ○○で昭和のママ振り袖が、令和の振り袖に大変身！ 

3 

①志和生涯
学習センター 

②志和堀 
地域センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日 ①１０：００～②１３：３０～ 
  集まれ！“好機幸齢者”～○○で脳活！カラダ 
  で笑活！ 

4 
久芳地域 
センター 

＜体験コーナー＞当日参加ＯＫ 
●エコバッグづくり（10/31午前） 
 

●ブーメランを飛ばそう（11/1午前） 
 

●紙コップコロコロカーリング（11/1午後） 

5 
黒瀬保健 
福祉センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日10：００～ 
食べ物と健康～健康寿命を延ばすための食べ物 

６ 
豊栄生涯 
学習センター 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●11月1日 １０：００～ 
  漢方医学で、ウイルスに負けない体をつくろう！ 

番
号 

内容 

1 

＜講座＞事前予約の方のみ 
●10月31日 10:30～ 
   ゴボウと白ネギのおいしい食べ方料理教室 
   【田野実温代さん】 
 

●１1月1日1０：３０～ 
   魅惑のタイ～タイから学ぶ心 
   【水津未来さん、Kritさん】 
 

●１1月1日14：00～ 
   SDGｓってなに？ 
   【UNISC広島支部共同代表 大庭フランシス光瑠さん】 

オンライン（ｚoom）講座  

9 

順番 

地域会場紹介
の順番に合わ
せる？ 

※写真は昭和６年頃の二馬手の塩田の様子 
（『安芸津町史』） 



１０月３１日（土）   １１月１日（日） 

9：30～9：50 開会式 9：30～10：00 ＜お楽しみ企画＞ 

10：00～10：30 
＜オープニングイベント＞ 
福富源流太鼓太鼓演奏 

10：00～11：00 
＜講座＞ 
漢方医学でウイルスに負けない
体をつくろう 

11：00～12：00 
＜講座＞ 
眠りの質をあげましょう 

11：00～12：00 
＜ホームページ会場限定講座＞ 
オタマジャクシの尾を切るとそこ
から後ろ足が生える？！ 

13：00～14：00 
＜講座＞ 
自分だけはだまされないと思っ
ていませんか？ 

13：00～14：30 

＜講座＞ 
食べ物と健康 
～健康寿命を延ばすための食
べ物～ 

14：00～14：30 
＜ホームページ会場限定講座＞ 
河内町で生まれた偉人 
～江木鰐水～ 

14：30～16：00 
＜ＳＮＳ企画＞ 
生フェスマイルフォトリレー 

14：30～16：00 ＜お楽しみ企画＞ 

YouTubeライブ  

ホームページ会場の催し 

 ホームページ会場では、会場に行かなくても、各会場の展示や講座の様子を
見ることができます。また、クイズラリーをはじめ、ホームページ会場限定のコン
テンツも盛りだくさんです。 
 ぜひホームページ会場ものぞいてみてください。 

ホームページは 
こちら↓↓ 
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      SNS企画 

生フェスマイルフォトリレー  

皆さんから集めた「スマイル」をテーマにした写
真をつないで、1つのリレー作品にします。 
皆さんの「スマイル」をつなげたリレー作品は、
YouTubeライブで公開します！ 
こういう時だからこそ、人とのつながりを感じてみ
ませんか？ 

     
    このほか、ＳＮＳでは生涯学習フェスティバルの情報を 
    発信しています。 
    くわしくは「生涯フェスティバル実行委員会」 
    または「＠ｈｇｈ_ｌｌｆ」で検索！ 

 

Instagram  Twitter  



内容  

＜西条農業高校プレゼンツ「背守り」をつくろう＞ 
  ●「背守り」は日本に昔からある子どもを守るおまじないです。くるみボ 
    タンなどにできる刺しゅうのやり方を動画で公開します。 

＜11月3日開館！！美術館コーナー＞ 
  ●新美術館開館記念特別コレクション展「日常とつながる美術の扉～私たちと 
    美術の出会い～」の紹介と、関連イベント紹介 
 
  ●おうちでできるステンシルの作り方レシピ 

＜みんなでやってみよう！かんたん工作＆おえかきコーナー＞ 
  ●アマビエに続く救世主！？祈りの「ヨゲンノトリ」折り紙 
    １枚の折り紙から2つ頭の不思議な鳥をおりだします。 

 
  ●よく飛ぶ紙ヒコーキをつくろう！ 
 
  ●ステンドグラス風お絵かきを楽しもう！ 

＜オンラインクイズラリー＞ 
  ●「のん太をさがせ！」 
    ホームページ会場内にかくれているのん太を見つけて、クイズに挑戦 

     しよう！ 
     小学生以下の参加者には、後日参加賞をプレゼントします。 

ホームページ会場限定コンテンツ 
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生涯学習フェスティバルの参加も、まなぶちゃん
ノート・生涯学習パスポートのポイント対象です。 
メイン会場では、会場出口でポイントを付与しま
す。 
地域会場は、現地スタッフにお尋ねください。 

まなぶちゃんノート・生涯学習パスポートとは 

 
まなぶちゃんノート・生涯学習パスポートは、生涯
学習の意欲の向上や学習成果の活用につなが
るように、講座の受講やイベント参加などの活動
歴が記録できるノートです。 
※ポイントがたまったら申請してください。賞状や 
  副賞が授与されます。 



番
号 

分
類 

店名 販売内容 
出店日 

10/31 11/1 

１ 食 ニコサンカフェ クレープ等 ● ● 

２ 食 
黒瀬精肉店・焼肉くろせ・ 

麺屋くろやき 
和牛カレーパン、おじんラーメン、
秘伝の粉だれ等 

● ● 

３ 食 西条駅前ドライブスルー 各種テイクアウト弁当 ● ● 

４ 食 
東広島市おいしさ研究

ネットワーク 
青果、加工品等 ● ● 

５ 食 福富堂 
酒まんじゅう、あまざけクッキー、 
あずきもなか等 

● ● 

６ 手 社会福祉法人つつじ 
松なめこ（カット）、 
松なめこ（青果） 

● ● 

７ 手 手芸サークル 手芸品 ● ● 

８ 手 
雑貨工房SF＾３ 
（SF Cube） 

キーホルダー、アクセサリー、 
ランタン等 

● ● 

９ 手 Liberty room 
手作り布マスク・布小物・ 
アクセサリー等 

● ● 

１０ 手 SAKATA 布商品、ニット商品、ビーズ商品 ● ● 

１１ 手 Meg‵s Porcelarts 
ポーセラーツ作品、小物入、 
タイル等 

● 

１２ 手 
ひろしま農育 
プロジェクト 

もち米、野菜、手づくり工芸品 ● 

ひ が し ひ ろ し ま 

手 し ご と市 

食べまるシェ 

…食べまるシェ         …ひがしひろしま手しごと市 食 手 

西条中央公園会場 
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※原則、食べまるシェはテイクアウト限定です。 

① 

⑨ ⑧ 

⑥ 

東広島ご当地グルメをはじめ、たくさんの『おいしい』を集めました。 
新たな「食」との出会いを見つけませんか？ 

地元で活躍する皆さんの手作り作品が多数出品！ 
新たな趣味が発見できるかも！？ 

② 

⑤ 

③ 

※画像はイメージです 


