イベント（2019年1月～6月）
日程

行事名

会場

問合せ先

備考

11月23日 金 ウインターイルミネーション

みろくの里

みろくの里

084-988-0001

1月6日まで

11月23日 金 アイススケート

福山メモリアルパーク

福山メモリアルパーク

084-926-5518

2月24日まで

12月22日 土 福山城あかりまつり

1月5日まで

福山城天守閣広場・ＪＲ福山駅北口噴水広場周辺 福山商工会議所青年部

084-921-2345

1月1日 火 初日乃出特別拝観

福禅寺対潮楼

福禅寺対潮楼

084-982-2705

1月1日 火 正月

素戔嗚神社

素戔嗚神社

0847-51-2958

1月3日まで

1月2日 水 オリジナル缶バッジ作り

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

1月4日まで

1月13日 日 井原線感謝デー

神辺駅前・廉塾

神辺町観光協会

084-963-2230

1月13日 日 能登原とんど

沼隈町能登原地区一円・能登原小学校

福山市能登原公民館

084-987-4460

1月14日 月 福山とんど祭り

中央公園

福山とんど実行委員会事務局

084-925-4264

1月20日 日 初釜茶会

福山市ぬまくま文化会館（枝広邸）

福山市ぬまくま文化会館（枝広邸）

084-987-0003

1月27日 日 福山かきまつり

宮通り・久松通り・アイネスフクヤマ

福山牡蠣祭り実行委員会

090-2387-0639

2月3日 日 節分祭

素戔嗚神社

素戔嗚神社

0847-51-2958

2月3日 日 節分祭・放談会（ほら吹き神事）

備後一宮吉備津神社

備後一宮吉備津神社

0847-51-3395

2月9日 土 高嶋ちさ子 ピアノクインテット

福山市沼隈サンパルホール

沼隈サンパル

084-987-1866

2月9日 土 くつろぎのひなまつりin福寿会館

福寿会館

福寿会館

084-923-1516

2月10日 日 お弓神事

沼名前神社

沼名前神社

084-982-2050

2月16日 土 鞆・町並ひな祭

鞆町

鞆・町並ひな祭実行委員会

084-982-1121

2月17日 日 広島交響楽団第25回福山定期演奏会

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

みろくの里

みろくの里

082-253-1010

3月9日 土 夜の巨大監獄からの脱出

3月3日まで

3月10日まで

3月17日 日 第38回ふくやまマラソン

竹ヶ端運動公園陸上競技場

ふくやまマラソン実行委員会事務局

084-982-9919

3月23日 土

ふなまちベイホール

島田荘司選ばらのまち福山ミステリー文学新人賞実行委員会

084-928-1117

田尻町一円

たじり杏まつり事務局

084-956-0219

4月6日 土 第4回福山名所コンサート

備後一宮吉備津神社

喜多流大島能楽堂

084-923-2633

4月9日 火 神田松之丞（講談）＆淡路人形浄瑠璃

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

4月15日 月 科学技術週間

福山自動車時計博物館

福山自動車時計博物館

084-922-8188

4月21日まで

4月20日 土 科学技術週間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

4月21日まで

4月28日 日 鞆の浦観光鯛網

鞆町仙酔島

福山観光コンベンション協会

084-926-2649

4月29日・5月3日～26日まで

内海町箱崎漁港

田島漁業協同組合

084-986-2304

島田荘司選ばらのまち福山ミステリー文学新人賞 表彰式・出版記念パーティー

3月24日 日 たじり杏まつり

5月3日 金 うつみ大漁まつり

5月3日 金 ゴールデンウィーク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

5月5日まで

5月3日 金 こども動物クイズ

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

5月6日まで

5月12日 日 巣箱作り

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

5月18日 土 第52回福山ばら祭2019

ばら公園・緑町公園・中央公園・花園公園ほか

福山祭委員会本部

084-944-5515

5月19日まで

5月18日 土 ふくやま大道芸2019

フューレック駐車場ほか

ふくやま大道芸事務局

080-6323-1755

5月19日まで

5月18日 土 きん枝改メ四代桂小文枝襲名披露公演

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

5月22日 水 舘野泉＆ラ・テンペスタ室内管弦楽団演奏会

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

5月25日 土 福山鞆の浦弁天島花火大会

福山市鞆町

福山鞆の浦弁天島花火大会実行委員会

084-928-1042

5月25日 土 弁天島花火特別拝観

福禅寺対潮楼

福禅寺対潮楼

084-982-2705

6月10日 月 時の記念日

福山自動車時計博物館

福山自動車時計博物館

084-922-8188

6月23日 日 葛原しげる生誕祭

葛原邸

葛原邸

084-965-6111

6月25日 火 DRUM TAO 2019

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

6月30日 日 大祓式（茅の輪くぐり）

沼名前神社

沼名前神社

084-982-2050

6月30日 日 モーツァルトTHEフルートカルテット

福山市沼隈サンパルホール

沼隈サンパル

084-987-1866

美術館・博物館（2019年1月～6月）
日程

行事名

12月5日 水 光陽会広島支部東部会員展

会場

問合せ先

備考

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

2月3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

3月3日まで

12月15日 土 冬季所蔵品展「絵画の中の欧州－画家のまなざし‐」

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

3月31日まで

1月2日 水 第10回ふくやま子ども「生きる」美術展

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

1月14日まで

1月2日 水 小学校の教科書のあゆみ

ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立博物館） ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立博物館） 084-931-2513

3月31日まで

1月4日 金 新春干支展「亥」

松永はきもの資料館

松永はきもの資料館

084-934-6644

2月3日まで

1月9日 水 コレクション展「春の歳時記」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

3月24日まで
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

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

2月3日 日 まつながカープヂェー関連行事 松永はきもの資料館無料開館

松永はきもの資料館

松永はきもの資料館

084-934-6644

2月7日 木 第30回新春企画展 雛祭

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

3月17日まで

2月13日 水 土井正治色鉛筆画展

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

3月31日まで

2月15日 金 ひな祭り展

松永はきもの資料館

松永はきもの資料館

084-934-6644

3月17日まで

4月10日 水 コレクション展「風薫る」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

5月19日まで

5月25日 土 企画展「廣安芳子展」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

8月4日まで

6月19日 水 第66回福山市美術展覧会（前期）

ふくやま美術館・ふくやま書道美術館

福山市文化振興課

084-928-1117

6月23日まで

6月26日 水 第66回福山市美術展覧会（後期）

ふくやま美術館・ふくやま書道美術館

福山市文化振興課

084-928-1117

6月30日まで

