※新型コロナウィルスの影響により中止のイベントがございます。お出かけの際は各施設へお問い合わせください。
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（随時更新）。
イベント（2021年1月～6月）
日程

11月中旬～

行事名

会場

ウインターイルミネーション2020【中止】

問合せ先

備考

みろくの里

みろくの里

084-988-0001

11月23日 月 企画展「私物の在処」

鞆の津ミュージアム

鞆の津ミュージアム

084-970-5380

11月28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

12月31日 木 除夜祭及び元旦祭

2月28日まで

素盞嗚神社

素盞嗚神社

0847-51-2958

1月1日 金 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 金 元旦祭・新年の祈願祭

素戔嗚神社

素戔嗚神社

0847-51-2958

1月10日 日 井原線感謝デー【中止】

神辺駅前・廉塾

神辺町観光協会

084-963-2230

1月10日 日 能登原とんど【中止】

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

東学区・旭学区

福山とんど実行委員会事務局

084-925-4264

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

神辺文化会館

神辺文化会館

084-963-7300

福山駅周辺

福山牡蠣祭り実行委員会

090-2387-7300

備後地域地場産業振興センター

084-924-4510

Facebookにて情報発
信

福禅寺対潮楼

福禅寺対潮楼

084-982-2705

3月末まで

2月3日 水 節分祭

素戔嗚神社

素戔嗚神社

0847-51-2958

2月3日 水 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14日 日 お弓神事【中止】

沼名前神社

沼名前神社

084-982-2050

2月20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20日 土 ひなまつり

福山市ぬまくま文化館（枝広邸）

福山市ぬまくま文化館（枝広邸）

084-987-0003

3月3日まで
一部施設で個々に展
示

1月11日又は17日

福山とんど祭り【商店街練り歩きは中止】

1月17日 日 初釜茶会【中止】
1月23日 土 新春落語

林家木久扇・三遊亭小遊三

二人会

1月31日 日 第9回福山かきまつり
2月
2月初旬

2月中旬

備後ふくやま伝統産業展【中止】
朝鮮通信使人形行列

鞆町

鞆・町並ひな祭実行委員会

084-982-1121

2月28日 日 チェコ・フィル・ストリング・カルテット

鞆・町並ひな祭【中止】

神辺文化会館

神辺文化会館

084-963-7300

3月上旬

菜の花まつり【中止】

田尻町

花の会

090-9503-2367

3月中旬

たじり杏まつり【中止】

田尻町一円

たじり杏まつり事務局（高島公民館）

084-956-0219

3月2日 火 水墨画ロビー展

神辺文化会館

神辺文化会館

084-963-7300

3月7日 日 教室事業ジョイントコンサート

神辺文化会館

神辺文化会館

084-963-7300

3月14日 日 第40回ふくやまマラソン【中止】

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 日 たぬきと狸とタヌキ

神辺文化会館

神辺文化会館

084-963-7300

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

4月10日 土 第8回福山名所コンサート

山野中学校体育館

喜多流大島能楽堂

084-923-2633

4月12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1日 木 第37回福山市立動物園写真コンテスト(予定)

数日間

豆まきは中止

3月7日まで

3月7日

翌年1月31日まで

4月18日まで

4月17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29日 木 ゾウのバースディイベント(予定)

福山市立動物園

福山市立動物園

084-958-3200

4月29日 木 山野狭山開き式(予定)

山野狭キャンプ場

観光課

084-928-1042

5月

鞆の浦

観光鯛網【中止】

4月18日まで

鞆の浦仙酔島田の浦

福山観光コンベンション協会

0841-926-2649

5月1日 土 みろくの里GWフェスティバル

みろくの里

みろくの里

084-988-0001

5月5日まで

5月2日 日 GW行事「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5日まで

5月3日 月 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10日 月 第54回福山ばら祭2021【分散開催】

ばら公園・緑町公園ほか

福山祭委員会本部

084-944-5515

23日まで※コンサー
トやパレード等中止

5月23日 日 蘇民神社・疱瘡神社祭

素盞嗚神社

素盞嗚神社

0847-512958

5月29日 土 福山鞆の浦弁天島花火大会【中止】

鞆町

福山鞆の浦弁天島花火大会実行委員会 084-928-1042

6月10日 木 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27日 日 葛原しげる生誕135年祭【延期】

葛原邸(変更予定)

葛原文化保存会(土日のみ)

084-965-6111

10月23日開催予定

美術館・博物館（2021年1月～6月）
日程

行事名

会場

問合せ先

備考

10月1日 木

ホーランドからのユダヤ難民の救出―「命のヴィザ」をつない
ホロコースト記念館
だ「善意の連鎖」―特別展示会

ホロコースト記念館

084-955-8001

9月30日まで

12月9日 水

冬季所蔵展「福山の工芸―門田篁玉・祐一父子の竹工芸を中心
ふくやま美術館
に―」

ふくやま美術館

084-932-2345

4月4日まで

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

2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

1月2日 土 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 土 早春の展示「中世ものづくり」

広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

3月14日まで

1月9日 土 企画展「村上選 油絵展」

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

3月28日まで

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31日まで

12月19日 土 特別展「クールベと海―フランス近代

自然へのまなざし」

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―」

1月16日 土 企画展「備後かすり学習会蔵出し展」Ⅰ期

YouTube配信・ホロコースト記念館ホー ホロコースト記念館
ルでも視聴可

084-955-8001

広島県立歴史博物館

広島県立歴史博物館

084-931-2513

3月28日まで

2月11日 木 新春企画「雛祭」展

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21日まで

2月13日 土 企画展「備後かすり学習会蔵出し展」Ⅱ期

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

2月28日まで

2月20日 土 雛祭り展

菅茶山記念館

菅茶山記念館

084-963-1885

3月14日まで

ふくやま美術館

ふくやま美術館

084-932-2345

3月14日まで

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

3月28日まで

しぶや美術館

しぶや美術館

084-925-2113

前期1日～18日 後
期4月28日～5月16日

1月30日 土

アウシュヴィッツ博物館ガイド中谷剛さん特別講演会(オンラ
イン)

2月6日 土 近世文化展示室特集展示「菅茶山と白河藩」

3月6日 土 第12回

ふくやま子ども「生きる」美術展

3月13日 土 企画展「備後かすり学習会蔵出し展」Ⅲ期
4月1日 木 コレクション展「春うらら」

