イベント（2018年7月～12月）
日程

行事名

会場

問合せ先

備考

7月1日 日 ニコピン音楽祭～音楽のおくりもの～

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

7月1日 日 松永はきもの資料館（あしあとスクエア）開館記念イベント

松永はきもの資料館

福山市文化振興課

084-928-1117

7月7日 土 お手火神事

沼名前神社

沼名前神社

084-982-2050

7月7日 土 開館29周年記念ボンネットバス試乗会

福山自動車時計博物館

福山自動車時計博物館

084-922-8188

7月8日まで

7月13日 金 祇園祭

備後國一宮 素盞嗚神社

備後國一宮 素盞嗚神社

0847-51-2958

7月15日まで

7月13日 金 クレセントビーチ海開き

クレセントビーチ

田島漁業協同組合

084-986-2304

8月19日まで

7月14日 土 福山ゆかたまつり2018

元町通り・宮通りほか

福山ゆかたまつり委員会

084-923-1719

7月15日まで

7月14日 土 レジャープールオープン

みろくの里遊園地内

みろくの里

084-988-0001

8月31日まで

7月22日 日 ベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

7月29日 日 サンパルオーケストラコンサート

福山市沼隈サンパルホール

沼隈サンパル

084-987-1866

8月4日 土 夏休みものづくりフェスタ

エフピコRiM7階

福山市ものづくり交流館

084-923-1191

8月5日まで

8月4日 土 夜の動物園

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

8月11・18・25日も開催

8月8日 水 茅の輪くぐり大祓い式

備後國一宮 素盞嗚神社

備後國一宮 素盞嗚神社

0847-51-2958

8月9日 木 阿伏兎祭花火大会

沼隈町 能登原明神沖海上

沼隈町観光協会

084-987-0677

8月13日 月 お盆のボンネットバス試乗会

福山自動車時計博物館

福山自動車時計博物館

084-922-8188

8月13日 月 福山夏祭り2018 二上りおどり大会

中央公園・中心部商店街

福山祭委員会実施本部

084-944-5515

8月14日 火 福山夏祭り2018 いろは丸YOSAKOI

中央公園・中心部商店街

福山祭委員会実施本部

084-944-5515

8月15日 水 福山夏祭り2018 あしだ川花火大会

芦田川大橋上流

福山祭委員会実施本部

084-944-5515

8月25日 土 炎と響きの祭典 ひびきまつり

道の駅アリストぬまくま

沼隈町観光協会

084-987-0677

鞆町一円

福山市鞆の浦歴史民俗資料館

084-982-1121

9月15日 土 松竹新派特別講演「華岡青州の妻」

9月2日 日 第17回鞆の津八朔の馬出し

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

9月16日 日 渡守神社例祭

鞆町内

沼名前神社

084-982-2050

9月16日 日 松永健康スポーツセンターフェア

松永健康スポーツセンター

松永健康スポーツセンター

084-934-7717

9月16日 日 松竹大歌舞伎 福山公演

リーデンローズ大ホール

リーデンローズ

084-928-1810

9月24日 月 仲秋の名月 観月会

福禅寺対潮楼

福禅寺対潮楼

084-982-2705

9月24日 月 葛原邸 月見の会

葛原邸

葛原邸（土日のみ）

084-965-6111

9月28日 金 渡辺香津美 ジャズ・ギター・ナイトin福山

リーデンローズ大ホール

リーデンローズ

084-928-1810

9月30日 日 鞆の浦deART2018

福禅寺対潮楼

福禅寺対潮楼

084-982-2705

9月30日 日 0才からの広響ファミリーコンサート

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

10月6日 土 村上敏明テノールリサイタルin沼隈

福山市沼隈サンパルホール

沼隈サンパル

084-987-1866

10月8日 月 堀内孝雄アコースティックコンサート2018

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

10月8日 月 ふくやま体育の日まつり

8月15日まで

10月21日まで

緑町公園・ローズアリーナほか

ローズアリーナ

084-927-9910

10月13日 土 かんなべ歴史文化交流フォーラム

福山市神辺文化会館

福山城築城400年記念事業実行委員会

084-928-1117

10月13日 土 福山名所コンサート

神辺本陣

福山城築城400年記念事業実行委員会

084-928-1117

10月14日 日 第3回ふくのやまよさこい

緑町公園

ふくのやまよさこい実行委員会

084-944-5517

10月20日 土 天満宮合格祈願祭

備後國一宮 素盞嗚神社

備後國一宮 素盞嗚神社

0847-51-2958

10月20日 土 21世紀の朝鮮通信使 日韓トップ囲碁対局

福禅寺対潮楼

福山市文化振興課

084-928-1117

10月21日まで

10月27日 土 秋のばら展

ばら公園

福山ばら会

080-6338-0623

10月28日まで

10月27日 土 福山市園芸祭

福山市園芸センター

福山市地産地消推進課

084-928-1242

10月28日まで

11月1日 木 ポール・メイエ クラリネット・リサイタル

リーデンローズ小ホール

リーデンローズ

084-928-1810

11月3日 土 竹ヶ端運動公園ふれあいウォーキングin鞆の浦

竹ヶ端運動公園陸上競技場ほか

竹ヶ端運動公園管理事務所

084-956-4563

11月3日 土 ばらオーナー会主催「第17回こども写生大会」

緑町公園

ばらオーナー会事務局

084-928-1095

11月3日 土 松永はきもの資料館文化の日イベント

松永はきもの資料館

福山市文化振興課

084-928-1117

11月10日 土 ふくやま港まつり2018

福山国際コンテナターミナル特設会場

福山市港湾河川課

084-928-1260

11月10日 土 史跡めぐり

神辺町各所

神辺町観光協会

084-963-2230

11月17日 土 萩原麻未withヴォーチェ弦楽四重奏団クラシックコンサート

リーデンローズ大ホール

リーデンローズ

084-928-1810

11月17日 土 じばさんフェア2018

エフピコRiM7階・9階

（一財）備後地域地場産業振興センター

084-924-4510

11月18日 日 スギテツおもしろコンサートin沼隈

福山市沼隈サンパルホール

沼隈サンパル

084-987-1866

11月22日 木 市立大祭

備後一宮 吉備津神社

吉備津神社社務所

0847-51-3395

11月23日 金 ぬまくまふれあい健康ウォーク

沼隈体育館ほか

松永健康スポーツセンター

084-934-7717

11月25日 日 けんみん文化祭分野別フェスティバル 吟詠剣詩舞の祭典

福山市神辺会館

福山市文化振興課

084-928-1117

12月2日 日 第73回東村町かかし祭り

福山市立東村小学校

東村町かかし祭り実行委員会

084-936-0600

12月2日 日 ふくやまマラソン100日前イベント

緑町公園

ローズアリーナ

084-927-9910

12月2日 日 くずはら祭

葛原邸

葛原邸（土日のみ）

084-965-6111

リーデンローズ大ホール

リーデンローズ

084-928-1810

12月16日 日 リーデンローズ クリスマス・ガラ・コンサート

11月11日まで

11月18日まで

11月25日まで

美術館・博物館（2018年7月～12月）
日程

行事名

会場

問合せ先

備考

7月14日 土 魔法の美術館－光と遊ぶ超体験型ミュージアム－

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

9月9日まで

8月22日 水 企画展「八朔の馬」

福山市鞆の浦歴史民俗資料館

福山市鞆の浦歴史民俗資料館

084-982-1121

9月30日まで

9月14日 金 福原麟太郎の随筆世界

ふくやま文学館

ふくやま文学館

084-932-7010

11月25日まで

9月15日 土 心をつなぐ－備後ゆかりの書家たち－

ふくやま書道美術館

ふくやま書道美術館

084-925-9222

10月28日まで

9月15日 土 開館30周年記念 岸田劉生展

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

11月4日まで

9月15日 土 武器・武具展－戦場の華－

福山城博物館

福山城博物館

084-922-2117

11月11日まで

9月23日 日 月見茶会

福山市ぬまくま文化館（枝広邸）

福山市ぬまくま文化館

084-987-0003

9月29日 土 きものの小物－ちいさなおしゃれ－

福山市しんいち歴史民俗博物館

福山市しんいち歴史民俗博物館

0847-52-2992

12月17日まで

10月4日 木 特別展「絵図と歴史資料で観る江戸期の鞆の津」

福山市鞆の浦歴史民俗資料館

福山市鞆の浦歴史民俗資料館

084-982-1121

11月18日まで

10月27日 土 開館30周年記念 企画展「日本の歳時記」・菊花展

福山市ぬまくま文化館（枝広邸）

福山市ぬまくま文化館

084-987-0003

11月11日まで

11月11日 日 筑前左文字の名刀

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

12月9日まで

12月14日 金 井伏鱒二と瀬戸内海

ふくやま文学館

ふくやま文学館

084-932-7010

2019年3月3日まで

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

2019年3月24日まで

1月20日 日 ぼくと わたしと みんなの tupera tupera 絵本の世界展

