
 

 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

(笑)てんかライブ 
広島を拠点に活動するお笑い芸人によるお笑いフリーライブで 

す。ぜひお越しください。 

■日  時：６月 2５(土) 開場 18:00、 開演 18:30 
ブーゲンビリア、全力投球亭にあんだ、 
カグヤ、ジレンマ他 

 

オンラインこねら Café 
Zoom を使ったオンラインワークショップを行います。 

７月のテーマは“ハワイアンスイーツ「もっちり！パンケーキ」”です。 
■日  時：７月２日(土)14:00～16:00 

(13:00 から入室可) 

■場  所：ご自宅 
■定  員：5 人 (小学生は保護者同伴。)         
■申込み：６月 27 日(月)までに 
 

ロビー劇場 
若きアーティストによるフリーライブです。 

出演者募集中！ 
■日  時：７月９日(土) 開場 17:30、 開演 18:00 

 

拓郎フェスティバル in広島 
広島の地で育まれた吉田拓郎氏。広島を音楽人生の原点とし、日本の

シンガーソングライターの草分け的存在となった吉田拓郎氏をリスペクトし、

拓郎フェスティバル実行委員会が全国から拓郎氏をこよなく愛するアマチュ

アミュージシャンを募りライブを開催します。 

■日  時：7 月 16 日(土) メインステージ 開場 10:10、開演 10:40  

             サブステージ  開場  9:30、開演 10:00 

7 月 1７日(日) メインステージ 開場 10:30、開演 11:00  

            サブステージ  開場  9:30、開演 10:00 

■出  演：全国から応募された 58 バンド 

■共  催：拓郎フェスティバル実行委員会 

 

発行：（公財）広島市文化財団 

     広島市青少年センター 

     広島市中区基町 5 番 61 号 

http://www.y-center.jp/ 

7 月号 
広島市青少年センターだより 令和４年６月 15 日発行 

＝講座・イベント申し込み方法＝ 
電話、FAX、E-mail で氏名、年齢、電話番号を添えて青少年センターにお申し込みく
ださい。 

参加費は事業の初回にお持ちください。 
TEL/082-228-0447 FAX/082-228-7074  
 E-mail/y-center@cf.city.hiroshima.jp 

※申し込みの際にお知らせいただいた氏名、年齢、連絡先等の個人情報は、当人の許
可なく事業以外の目的では使用しません。 
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、催しなどが中止となる可能性

があります。その際は申込者に直接ご連絡します。 
 
＝お得な情報をいちはやく。＝ 

 

講座・イベント情報 
6/7月の休館日毎週火曜日（6/7.14.21.28.7/5.12.19.26）祝日の翌日（7/20） 

〇公式 LINE 〇公式 Facebook 〇公式 Twitter 

 

グンジョーブタイ 2022年度企画公演第一弾 

「楽屋」 
日本で一番上演されていると言われる清水邦夫の名作戯曲「楽屋」を上演します。 

■日  時：7 月８日(金) ①19:00〜   

        7 月９日(土) ②11:00〜  ③15:00〜 

※開場時間は①~➂の３０分前より 

■場  所：青少年センター ホール 

■対  象：小学生～大人まで(未就学児不可) 

■入場料：一般 3000 円、25 歳以下 2000 円、 

高校生以下 1000 円 

■定  員：各回 54 人【先着】 

■申込み：グンジョーブタイの HP もしくは右の QR コードで 

事前予約可 

HP(https://www.gunjyobutai.com/202207)   

        その他 Twitter、Facebook からも予約可 

 

演者 unit 炊込飯第四品目作品上演会 

「さめた茶に酔うたふり」 
立ち上げ公演で上演した「さめないごはん」をリメイクし、台詞なし、殺陣ありの 

芝居作品を上演します。 

■日  時： 7 月３１日(日)①11:00〜 ②14:00~ ➂17:00~ 

        ※開場時間は①~➂の３０分前より 

■場  所 青少年センター ３階 第一集会室 

■入場料：予約・当日 1,000 円 

 ※当日精算は現金のみ 

■対  象：どなたでも  

■定  員：各回 36 人【先着】 

■申込み：演者 unit 炊込飯 HP、メール、電話にて事前予約可 

HP(https://mogumogutakikomime.wixsite.com/unit0) 

メール(mogumogutakikomimeshi@gmail.com) 

電話(090-6407-0501) 

 

次回の「交流スペースすきっぷ♪はうす」は 
6 月１８日(土)です。 
毎月第 3 土曜日のすきっぷ♪はうすでは、読書会を行っています。 

その中で紹介された本の中から、至極の 1 冊をチョイス！ 

今月のすきっぷ♪はうすのおすすめ本 
『はなのすきなうし』マンロー・リーフ著 
1954 年 12 月刊 岩波書店  

舞台は闘牛が有名なスペイン。 

いつかマドリードの闘牛の舞台で華々しく戦うことを夢みて、牧場で日々とん

だりはねたり駆け回ったりしている他の牛たちとはちがい、主人公の牛「ふぇるじ

なんど」は、いつも大好きな「こるく」の木の下にすわり花の香りを楽しむ毎日。 

ある日、マドリードの闘牛にだす大きくて、足が早くて、強い牛を見つけるため

に 5 人の男たちがやってきます。ここぞとばかり他の牛たちは猛烈にアピールしま

くる中、「ふぇるじなんど」はいつものごとく花の香りを楽しむために、「こるく」の木

の下へ向かうのですが… 

周りに振り回されず自分の好きなことを自分のペースで楽しむ「ふぇるじなん

ど」の姿にほっこりし、大切なことを投げかけてくれる、大人こそ読んでほしい絵本

です。 

 (今月のおすすめ人：もふもふ) 

 

 

https://www.gunjyobutai.com/202207)、
https://mogumogutakikomime.wixsite.com/unit0
mailto:mogumogutakikomimeshi@gmail.com


 

こうせいれん新規登録団体 募集中！ 
広青連では、広島の青少年活動を一緒に盛り上げていく団体を募集していま

す。 演劇・音楽・ダンス・陶芸・ボランティア活動など、多くの団体が加盟していま
す。 主催イベントを通じて、いろんなジャンルでがんばる仲間とシッカリつながれま
す。 

 活動を始めたいけどどうすれば良いか分からない方、活動場所を探している方、 
いろんな人と交流したい方など大歓迎です。 

  

学校関係者様！平和学習や遠足などの校外学習にご利用ください。 

こんな活動ができます♪ 

・被爆体験者からの講話会場 

・遠足で近くに来たけど、雨が降っていてお弁当を食べる場所がない！ 

・子どもたちの自主的な活動の場として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

講座ワークショップ 川を眺めることで見えてくるものとは 川×産業 
■日  時：７月 1０日（日)13:00〜15:30 
■内  容：「太田川が育んだひろしまものづくりの歴史」 

■講  師： マツダ株式会社 植月 真一郎さん 
■場  所：青少年センター 第一集会室 
■対  象：①小学生 1～6 年生 20 組 (保護者同伴) 

※ 定員を超えた場合は抽選 
         ②オンライン聴講のみ小学生 1～6 年生、先着 50 人 
■参加費：①1,000 円 ※当日徴収、 ②オンライン聴講は無料 

■申込み ７月１日(金)までに 

 

こどももの作り体験教室 光と影の不思議フォトグラムを作ろう 
カメラを使わずに太陽光と感光紙を用いて写真を撮るワークショップ（写真の古典 

技法サイアノタイプを用いてフォトグラムを制作）です。 
■日  時: ①８月６日（土）、②８月７日（日） 

いづれも 13:00〜14:30 

■講 師：ワークショップデザイナー 浅見 俊哉さん 

■定  員：各回 15 人 
■参加費：無料   

■場  所：青少年センター  
■対  象：小学生（小学４年生以下は保護者同伴） 
■持参物：筆記用具、汚れても良い服装、水筒、影の撮影をしたい物 

（ポストカードサイズに収まるもの） 
■申込み：７月３１日（日）までに          
※申込時に事業名・希望日・性別・名前・年齢・学校名(学年)・電話番号をお知

らせください。 
 

児童文化講演会「やっぱり本が好き!」 

~ミラクルラボ霜柱をつくろうう！～ 
科学や自然を題材にした魅力あふれる作品を数多く発表している、野坂勇作さ

んのワークショップです。 
絵本「しもばしら」ができるまでのおはなしを聞き、江波山気象館職員が実験する

霜柱づくりを見てみましょう！ 

■日  時：7 月 16 日(土) １0:00〜12:00 
■講 師：絵本作家 福音館書店社外講師 野坂勇作さん 
■対  象：幼児・小学生とその保護者 50 人(抽選) ※託児なし 

■場  所：青少年センター3 階 第一集会室 
■申込み：往復はがきに郵便番号・住所・参加者全員の名前・学年または 

年齢(子どものみ)・電話番号を記入の上、こども図書館(広島市 

中区 5-83)へ郵送 
        6 月 30 日(木) (必着)  
■問合せ：５days こども図書館(広島市こども図書館) 

TEL082-221-6755 
 

 

講座・イベント情報 
 

① 2日間の集中講座！ 

英語でガイド inひろしま 
平和公園をガイドするために必要な英語学習を行います。 

■日  時：7 月 3０日(土)~３1 日(日) 10:00〜15:00(全 2 回) 
■講  師：NPO 法人ワールド・フレンドシップ・センター  

理事 山根 美智子さん 
■対  象：15 歳から 30 歳(中学生をのぞく) 
■参加費：1,000 円 
■場  所：青少年センター  
■持参物：筆記用具、２日間の昼食・飲み物、英語学習時に各自が必要な

物、ガイド実習時に各自熱中症対策に必要な物 
■定  員：20 人【先着】 
■共 催：広島ユネスコ協会 
■申込み：6 月 8 日(水)より受付開始 
 

② ひとつ上の学びに挑戦 

英語でニュースを読もう！  
英語のニュースを読んで、英語で語ってみよう！  

■日  時：8 月７(日)・１４日(日) 13:00〜15:00 
8 月２１日(日)       13:00〜16:00 【全 3 回】 

■講  師：ひろしま通訳・ガイド協会 豊田泰子さん 
■参加費：1,000 円 
■場  所：青少年センター  
■対  象：15 歳～30 歳で英検準 2 級程度の英語力がある人 
■定  員：15 名【先着】 
■持参物：筆記用具、交流会時の飲み物（21 日のみ） 
■共  催：広島ユネスコ協会 
■申込み：6 月 8 日(水)より受付開始 
※①②の事業ともに、申込時に事業名・名前・年齢・学校名(学年)・電話番を 

お知らせください。 
 

 
高校生保育ボランティアグループ CLOVER 
新メンバー募集 
高校生保育ボランティアグループ CLOVER（クローバー）は、子ども達と一緒

に遊んだり、おはなし会を開催したり等、楽しく活動している高校生年代のグループ

です。 
※参加希望の方は下の高校生保育ボランティア入門講座にご参加ください。 
 

高校生保育ボランティア入門講座 
■日  時：① 7 月 31 日(日) 9:30〜15:00 「子どものことを知ろう！」  

■持参物： 筆記用具、昼食、マスク      
    
■日  時：② ８月７日(日) 9:00〜12:30 「おはなし会をしてみよう！」 

■持参物： 動きやすい服装、靴下、タオル、マスク 
~①②の内容以下共通~ 
■参加費：無料 

■定  員：高校 1 年生 10 人、2 年生相当 5 人(抽選)※３年生は要相談 
■申込み：７月１７日(日)までに 
※入門講座①は必ず受講してください。 

※申込時に事業名・名前・年齢・学校名(学年)・電話番号をお知らせください。 
※①②を受講後、月 2 回程度、日曜日午前中の活動に参加できることが 

受講条件 

 

 

ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信にチャレンジ 

この講座ではＹｏｕＴｕｂｅを使っての動画撮影から配信までの技術を学ぶ

とともにインターネットに投稿する際の著作権などについて学習していきます。 

舞台照明のプロの方に撮影のやり方をレクチャーしてもらい８月 13 日の高校生

の軽音楽ライブで実際にライブ配信にチャレンジをしてもらいます。 

■日  時：①７月２３日（土）14:00〜17:00 

         「ネットリテラシーと動画の撮影方法について学ぼう！」 

②８月１３日（土）10:00〜19:00 

            「ライブ配信にチャレンジ」 

■参加費：無料 

■場  所：青少年センター  

■対  象：全２回参加できる高校生 

■定  員：１０名程度（先着） 

■協 力：広島県軽音楽連盟 

■申込み：７月１６日（土）までに 


