※新型コロナウイルス感染症の影響により中止のイベントもございます。
また、開催となっている場合でも状況に応じて変更や中止・延期になることがございます。
イベント（2020年7月～12月）
日程

7月

行事名

会場

問合せ先

備考

【中止】福山ゆかたまつり2020

元町通り、宮通り

福山ゆかたまつり委員会

084-923-1719

【中止】みろくの里レジャープール

みろくの里

みろくの里

084-988-0001

8月末まで

7月4日 土 開館31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5日まで

7月5日 日 【中止】ニコピン音楽祭～南の島のカーニバル～

084-963-7300

7月中旬

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

7月10日 金 【中止】素盞嗚神社祇園祭(神事のみ斉行)

素盞嗚神社

素盞嗚神社

0847-51-2958

7月11日 土 【中止】お手火神事

沼名前神社

沼名前神社

084-982-2050

7月11日 土 【中止】林家たい平独演会

沼隈サンパル

沼隈サンパル

084-987-1866

7月下旬

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

8月1日 土 【中止】淀姫神社神輿渡御還御祭(だんご祭)

淀姫神社

沼名前神社

084-982-2050

8月2日まで

8月1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月中の毎週土曜

8月2日 日 第19回神辺ピアノマラソンコンサート

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

8月8日 土 茅の輪神事

素盞嗚神社

素盞嗚神社

0847-51-2958

8月9日 日 【中止】阿伏兎花火大会

沼隈町能登原明神沖海上

沼隈町観光協会

084-987-0677

田島漁業協同組合

田島漁業協同組合

084-986-2304

8月13日 木 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 金 【中止】福山夏まつり2020

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23日 日 【中止】第15回青少年育成音楽の集い

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

8月29日 土 【中止】第23回ひびきまつり

道の駅アリストぬまくま

沼隈町観光協会

084-987-0677

緑町公園

ふくのやまよさこい事務局

090-5708-7278

鞆町内

鞆の津八朔の馬出し実行委員会

084-982-1121

沼隈サンパル

084-987-1868

8月中旬

9月

【中止】一日動物教室

【中止】クレセント夏祭り花火大会

【中止】第5回ふくのやまよさこい

9月6日 日 【中止】第19回「鞆の津 八朔の馬出し」
9月6日 日

Mascheraコンサート クラシック？タンゴ？ロック？～音の魔
沼隈サンパル
術師4人によるパンドラの箱～

9月18日 金 【中止】渡守神社大祭（ちょうさい）

鞆町内

沼名前神社

084-982-2050

9月19日 土 【中止】第40回福山市立動物園子ども写生大会

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

9月19日 土 ロビコンプレミアムコンサート～藤井美雪＆中川詩歩～

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

9月20日 日 【中止】せとうち福山－鞆の浦トライアスロン2020

仙酔島ほか

福山トライアスロン協会

084-999-0233

9月下旬

鞆の浦一円

福山商工会議所

084-921-2349

福禅寺対潮楼

福禅寺対潮楼

084-982-2705

葛原邸

葛原邸(土日のみ)

084-965-6111

【中止】TOMONOURA de ART 2020

10月1日 木 観月会
10月1日 木 葛原邸

月見の会

7月12日まで

9月20日まで

19日前夜祭

10月2日 金 リーデンローズ・アカデミー

一柳慧

私の音楽

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

沼隈サンパル

沼隈サンパル

084-987-1868

10月17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24日 土 第65回福山菊花展覧会

護国神社前広場

福山市観光課

084-928-1043

11月16日まで

10月24日 土 21世紀の朝鮮通信使

福禅寺対潮楼・鞆町内ほか

文化振興課

084-928-1117

25日まで

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

11月14日 土 史跡めぐり

神辺町内各所

神辺町観光協会

084-963-2230

11月29日 日 音楽の絵本ブラスサンタwithクラリキャット

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

12月上旬

福山市内中心部

福山観光キャンペーン実行委員会事務局(観光課内)

084-928-1043

12月6日 日 くずはら祭

葛原邸

葛原邸(土日のみ)

084-965-6111

12月5日 土 鞴祭(ふいごまつり)

小烏神社

沼名前神社

084-982-2050

12月6日まで

12月6日 日 【中止】第75回東村町かかし祭り

5日に前夜祭

10月4日 日 ぬまくま江戸落語会

日韓トップ囲碁対局・鞆

11月7日 土 【検討中】第10回福山市立動物園まつり

ルクシアタふくやま2020

旧福山市立東村小学校グランド・体育館

東村町かかし祭り実行委員会

084-936-0600

12月19日 土 リーデンローズ・クリスマス・ガラ・コンサート

リーデンローズ

リーデンローズ

084-928-1810

12月26日 土 熊本マリ

ピアノの旅コンサート

福山市神辺文化会館

福山市神辺文化会館

084-963-7300

12月27日 日 熊本マリ

ピアノの旅コンサート

沼隈サンパル

沼隈サンパル

084-987-1870

素盞嗚神社

素盞嗚神社

0847-51-2958

12月31日 木 除夜祭及び元旦祭

12月下旬まで

美術館・博物館（2020年7月～12月）
日程

行事名

会場

問合せ先

備考

7月2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

7月8日 水 増田勉展・版画展

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

8月23日まで

7月22日 水 夏の展示「学芸員の研究テーマ―ひろしま歴史アラカルト―」 広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

9月6日まで

7月31日 金 夏の所蔵品展「漢字―かたちの美」

ふくやま書道美術館

ふくやま書道美術館

084-925-9222

7月26日まで

ふくやま書道美術館

ふくやま書道美術館

084-925-9222

8月16日まで

8月14日 金 近世文化展示室特集展示「菅茶山関係資料の古地図」

広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

10月4日まで

8月26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4日まで

8月27日 木 コレクション展「旅する秋」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

10月11日まで

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

11月15日まで

9月18日 金 秋の展示「芸備の文化人たち―知の世界に遊ぶ―」

広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

11月8日まで

9月30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

11月1日まで

9月18日 金 特別企画展「井伏鱒二の書画」

ふくやま文学館

ふくやま文学館

084-932-7010

11月23日まで

9月27日 日 企画展「ハンセン病と人権」

福山市人権平和資料館

福山市人権平和資料館

084-924-6789

11月26日まで

9月26日 土 企画展「厄除け」

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13日まで

8月5日 水 第15回親子でかく古代文字展

9月1日 火 収蔵作品展「秋」

10月2日 金 秋季企画展「神辺町今昔」

神辺歴史民俗資料館

神辺歴史民俗資料館

084-963-2361

11月29日まで

10月8日 木 近世文化展示室特集展示「菅茶山が歩いた道を行く」

広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

11月29日まで

10月8日 木 特別展「鞆幕府

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23日まで

10月14日 水 第28回特別展「菅茶山の旅」

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

11月15日まで

10月29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20日まで

11月18日 水 企画展「重政信明作品展」

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

12月20日まで

11月18日 水 収蔵品展「冬」

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

2月21日まで

11月29日 日 企画展「ふくやま人権・平和フォト作品展」

福山市人権平和資料館

福山市人権平和資料館

084-924-6789

12月27日まで

神辺歴史民俗資料館

神辺歴史民俗資料館

084-963-2361

3月21日まで

ふくやま文学館

ふくやま文学館

084-932-7010

2月28日まで

将軍足利義昭～瀬戸内・海域・水軍～」

12月4日 金 冬季収蔵品展「なつかしの民具展」
12月18日 金 特別企画展「葛原しげる―こどもたちの夢をつむぐ―」

