イベント（2019年7月～12月）
日程

行事名

会場

問合せ先

備考

7月6日 土 開館30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7日 日 ニコピン音楽祭～カラフルな音色にのって～

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

7月12日 金 素盞嗚神社祇園祭

素盞嗚神社

素盞嗚神社

0847-51-2958

7月14日まで

7月12日 金 クレセントビーチ

クレセントビーチ

田島漁業協同組合

084-986-2304

8月18日まで

7月13日 土 お手火神事

沼名前神社

沼名前神社

084-982-2050

7月13日 土 夏のレジャープールオープン

みろくの里

みろくの里

084-988-0001

9月1日まで

7月13日 土 福山ゆかたまつり2019

元町通り、宮通り

福山ゆかたまつり委員会

084-923-1719

7月14日まで

7月20日 土 ナイトプール 花火＆レーザーショー

みろくの里

みろくの里

084-988-0001

8月31日まで

7月28日 日 ロビコンプレミアム 藤田卓也＆伊藤憲孝の世界

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

8月5日 月 久石譲＆ワールド・ドリーム・オーケストラ2019

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

8月8日 木 茅の輪くぐり大祓い式

素盞嗚神社

素盞嗚神社

0847-51-2958

8月9日 金 阿伏兎花火大会

阿伏兎観音周辺

沼隈町観光協会

084-987-0677

8月13日 火 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15日まで

8月14日 水 福山夏まつり2019

福山市内

福山祭委員会実施本部

084-944-5515

8月15日まで

8月25日 日 郷ひろみ Hiromi Go Concert Tour 2019

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

9月1日 日 第18回「鞆の津 八朔の馬出し」

鞆町内

鞆の津八朔の馬出し実行委員会

084-982-1121

9月7日 土 熱帯JAZZ楽団 Live For Next Generation in 福山

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

9月13日 金 松竹大歌舞伎福山公演

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

9月13日 金 観月会

福禅寺対潮楼

福禅寺対潮楼

084-982-2705

9月22日 日 第4回ふくのやまよさこい

緑町公園

ふくのやまよさこい事務局

090-5708-7278

9月29日 日 第26回ふくやま筝曲大演奏会

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

9月29日 日 TOMONOURA de ART 2019

鞆の浦一円

福山商工会議所

084-921-2349

10月10日 木 ばらのまち福山 国際音楽祭2019

リーデンローズほか

ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会

084-928-1117

10月13日 日 せとうち福山－鞆の浦トライアスロン2019

仙酔島ほか

福山トライアスロン協会

084-999-0233

10月14日 月 クリスチャン・ツィメルマン室内音楽プロジェクト

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

10月19日 土 天満宮合格祈願祭

素盞嗚神社

素盞嗚神社

0847-51-2958

10月20日 日 福山菊花展覧会

福山城天守閣前広場

福山市観光課

084-928-1043

10月27日 日 健康ふくやま21フェスティバル2019・第43回ふれあい福祉まつり ビッグ・ローズ

健康ふくやま21フェスティバル実行委員会

084-928-1164

11月3日 日 備後フィッシュフェス

ふくやま美術館前広場

福山市農林水産課

084-928-1032

11月3日 日 備後ワインフェス

ふくやま美術館前広場

福山市地産地消推進課

084-928-1249

7月7日まで

10月13日まで

11月13日まで

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

11月16日 土 じばさんフェア

11月9日 土 体験参加型リズムアトラクション ドラミングハイ！

ものづくり交流館

ものづくり交流館

084-923-1191

11月17日まで

11月16日 土 ふくやま港まつり2019

福山港国際コンテナターミナル

福山市みなと事業推進委員会事務局

084-928-1260

11月17日まで

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

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

12月1日 日 第74回東村町かかし祭り
12月21日 土 プラハ・バロック・合奏団～きよしこの夜～クリスマスの名曲の贈り物

美術館・博物館（2019年7月～12月）
日程

行事名

5月25日 土 企画展「廣安芳子展」

会場

問合せ先

備考

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

8月4日まで

ふくやま書道美術館

ふくやま書道美術館

084-925-9222

7月21日まで

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

9月16日まで

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

8月18日まで

7月13日 土 ウィリアム・モリスと英国の壁紙展－美しい生活をもとめて

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

9月1日まで

7月24日 水 書を楽しむ－「漢字の魅力」その姿・表情

ふくやま書道美術館

ふくやま書道美術館

084-925-9222

9月16日まで

7月27日 土 第49回世界児童画展

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

8月4日まで

8月21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

10月6日まで

8月29日 木 コレクション展「秋の便り」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

10月13日まで

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

10月14日まで

9月11日 水 マチオラ洋画会展

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

10月13日まで

9月14日 土 筝曲演奏会「箏の音の館へ」

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

9月19日 木 秋季所蔵品展「南薫造」

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

12月8日まで

9月21日 土 国宝 久能山東照宮－徳川家康と歴代将軍ゆかりの名宝－

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

11月17日まで

9月21日 土 国宝 久能山東照宮－徳川家康と歴代将軍ゆかりの名宝－

ふくやま書道美術館

ふくやま書道美術館

084-925-9222

11月17日まで

9月28日 土 演武「備州岡山城鉄砲隊による古式砲術」

備後一宮吉備津神社

福山市しんいち歴史民俗博物館

0847-52-2992

9月28日 土 企画展 刀剣展「茎は語る」－鋼の息遣い－

6月6日 木 書を楽しむ－和のこころ「かな」
6月26日 水 夏季所蔵品展「高橋秀」
7月3日 水 増田勉展・版画展

9月4日 水 特別展「菅茶山をめぐる画人たち」

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

11月10日まで

10月10日 木 特別展「筆が奏でる鞆の風景と歴史」（仮称）

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24日まで

10月12日 土 特別展 開館20周年記念 夏目漱石－漱石山房の日々

ふくやま文学館

ふくやま文学館

084-932-7010

12月1日まで

10月17日 木 企画展「村上二千六百年・幸子作品展」

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

11月17日まで

10月31日 木 コレクション展「小林和作展」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

12月22日まで

11月21日 木 ベストセレクション

ふくやま書道美術館

ふくやま書道美術館

084-925-9222

2月2日まで

12月14日 土 筝曲演奏会「箏の音の館へ」

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20日 金 特別展 郷土の女性作家が描いた瀬戸内・備後

ふくやま文学館

ふくやま文学館

084-932-7010

3月8日まで

