イベント（2020年1月～6月）
日程

行事名

会場

問合せ先

備考

11月16日 土 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5日まで

11月23日 土 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21日 土 福山城あかりまつり

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4日まで

1月1日 水 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 水 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 木 正月行事

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

1月3日まで

1月11日 土 ふくふく市

FUKUYAMAふくふく市

FUKUYAMAふくふく市

084-999-8060

1月12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12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13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19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26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2日 日 男の純情

神辺文化会館

神辺文化会館

084-963-7300

2月3日 月 節分祭

素戔嗚神社

素戔嗚神社

0847-51-2958

2月3日 月 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8日 土 備後ふくやま伝統産業展

福山市ものづくり交流館

福山市ものづくり交流館

084-923-1191

9日まで

福寿会館

福寿会館

084-923-1516

3月8日まで

神辺文化会館

神辺文化会館

084-963-7300

2月9日 日 広島交響楽団第26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

2月9日 日 お弓神事

沼名前神社

沼名前神社

084-982-2050

2月22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22日 土 ひなまつり

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

3月3日まで

みろくの里

みろくの里

084-988-0001

4月中旬まで

田尻町4115付近

会長

3月15日 日 第39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14日 土 尾道～鞆の浦海上クルージング

尾道～鞆の浦航路

瀬戸内クルージング

0848-36-6113

3月22日 日 たじり杏まつり

田尻町一円

たじり杏まつり事務局

084-956-0219

4月13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

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

2月15日 土 くつろぎのひなまつりin福寿会館
2月9日 日 新春特選落語会

3月上旬～

桂春圑治

三遊亭円楽

みろくの里スプリングフェスタ

3月8日 日 第20回

菜の花まつり

4月16日 木 松竹大歌舞伎

福山公演

柳亭市馬

藤井

秀光

090-9503-2367

11月23日まで、 土
日祝日のみ運航

4月19日まで

4月18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19日まで

5月1日 金 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

5月31日まで

4月29日 水 GWフェスティバル

みろくの里

みろくの里

084-988-0001

5月6日まで

5月3日 日 第31回うつみ大漁まつり

内海町箱崎漁港

田島漁業協同組合

084-986-2304

5月3日 日 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

JFEスチール西日本製鉄所(福山地区)

フェスタ事務局

084-945-3970

5月10日 日 2020

JFE西日本inふくやま

5月16日 土 第53回福山ばら祭2020

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30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30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 水 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21日 日 葛原しげる生誕祭

葛原邸

葛原文化保存会

084-965-6111

6月30日 火 大祓式（茅の輪くぐり）

沼名前神社

沼名前神社

084-982-2050

5月5日まで

5月17日まで

美術館・博物館（2020年1月～6月）
日程

12月18日 水

行事名

会場

冬季所蔵品展「影の美術」特別展示「小松安弘コレクション寄
ふくやま美術館
贈記念 日本の名刀」

問合せ先

備考

ふくやま美術館

084-932-2345

4月5日まで

ふくやま文学館

ふくやま文学館

084-932-7010

3月8日まで

1月2日 木 お正月だよ☆こども博物館

広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

1月3日まで

1月2日 木 第11回

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

1月13日まで

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

4月5日まで

1月11日 土 2019年度茶山ポエム絵画展

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

2月2日まで

1月17日 金 早春の企画「黄泉への祈り-横穴式石室とは何か-」

広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

3月15日まで

12月20日 金 特別企画展「郷土の女性作家が書いた瀬戸内・備後」

ふくやま子ども「生きる」美術展

1月8日 水 コレクション展「千支めぐり」

1月18日 土 企画展「広告からみる時代」

しんいち歴史民俗博物館

しんいち歴史民俗博物館

0847-52-2992

1月18日ギャラリートー
ク・3月22日まで

1月25日 土 特別展

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

3月15日まで

広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

3月19日まで

鞆の浦歴史民俗資料館

鞆の浦歴史民俗資料館

084-982-1121

3月22日まで

2月15日 土 第11回くつろぎのひな祭りin福寿会館

福寿会館

福寿会館

084-923-1516

3月8日まで

2月22日 土 雛祭り展

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

3月16日まで

3月15日 日 第36回市民茶会

福寿会館

福寿会館

084-923-1516

4月23日 木 コレクション展「春風吹いて」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

6月14日まで

6月18日 木 コレクション展「夏を愉しむ」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

8月8日まで

1月28日 火 ミニ展示

絹谷幸二の世界-富士山を中心に絣ボランティアの成果

絣KASURI(1)-吉祥文様-

2月6日 木 新春企画「雛祭」

