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5月

所
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（月）（火）（水・祝）（木・祝）（金・祝）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）

現 代 美 術 館
☎082（264）1121 ※月休

〜6月18日

広島県立美術館
☎082（221）6246
※特別展＝無休
所蔵作品展＝29休
県民ギャラリー＝月休

〜6月11日

4月28日  〜7月2日

2日  〜7日 30日 〜6月4日

ひろしま美 術 館
☎082（223）2530 ※29休

〜28日

泉 美 術 館
☎082（276）2600 ※月休

〜6月11日

JMS アステールプラザ
☎082（244）8000

13日  〜18日

広島県民文化センター
☎082（245）2311

2日  〜6日 12日  〜14日 19日  〜21日 25日  〜28日 31日
  〜6月5日

25日  〜29日

南区民文化センター
☎082（251）4120 ※月休

4月25日  〜7日
 

9日  〜21日 23日  〜6月4日

安佐北区民文化センター
☎082（814）0370 ※月休

4月26日  〜7日
 

合人社ウェンディひと・まちプラザ
☎082（545）3911

7日  〜21日
 

22日  〜31日

広島サンプラザ
☎082（278）5000

1日  〜31日

茶房金木犀2Fギャラリー
☎090（4694）7818 ※日、月、火休

3日  〜27日

カモメのばぁばぁ
☎082（232）5074 ※火休

1日  〜15日 17日  〜31日

4月29日  〜8日
 

ヱビデンギャラリー
問 瀬戸☎082（285）3210

〜6月30日
 

ガレリア・レイノ
☎082（221）2305

4月26日  〜2日
 

3日  〜9日
 

10日  〜16日 17日  〜23日
 

24日  〜30日
 

ぎゃらりぃ SARA
☎082（228）0256 ※日月休

6日〜 
 

11日  〜13日
 

〜6月3日
 

Unité（ユニテ）
☎082（555）8250

〜21日
 

GALERIE 青鞜
☎082（262）5210

6日  〜14日
 

27日  〜6月4日

g a l l e r y Ｇ
☎082（211）3260 ※月休

2日  〜14日
 

16日  〜21日
 

23日  〜28日
 

30日  〜6月4日

ギャラリーブラック
☎082（211）3322

3日  〜9日
 

10日  〜16日
 

25日  〜30日
 

ギャラリーたむら
☎082（241）7739 ※月火休

11日  〜21日
 

ギャラリー７１８
☎082（247）1010
※展示のない日＝休

2日  〜7日
 

25日  〜28日

ギャラリーカフェ月～yue～
☎082（533）8021 ※日、月休

9日  〜21日
 

炭焼きイタリアン il SPAZIO
☎082（224）3820 ※日、木夜休

1日  〜31日

ギャラリーカフェ アム
☎090（3744）8024

21日  〜31日
 

ハンガギャラリー
gallery@artconc.co.jp

7日  〜27日
 

タメンタイギャラリー鶴見町ラボ
info@tamentai-gallery.art

4月29日  〜7日
 

L ギャラリー 
☎090（4809）1812

〜7日
 

オルタナティブスペースコア
alternativespacecore@gmail.com

〜7日
 

ラピスギャラリー
☎082（532）3160

4月29日  〜7日
 

広島芸術センター
hiroshima.geisen@gmail.com

4月29日  〜7日
 

THE POOL
☎ 082（909）2843

4月29日  〜20日
 

廃墟ギャラリー
問ヲルガン座☎082（295）1553

2日  〜7日
 

瓢箪堂
☎ 082（878）7688

4月29日  〜7日
 

リニューアルオープン記念特別展　Before/After［ビフォー／アフター］　※土・日・祝①11:00〜②11:45〜③14:00〜
④14:45〜アートナビ・ツアー※3日13:00〜コウミユキによるパフォーマンス有

特別展「川瀬巴水　旅と郷愁の風景」※12日・26日11:00〜学芸員によるギャラリートーク（要申込）、9日17:00〜インスタライブ有

所蔵作品展　第1期　G7広島サミット応援企画　100の出会い，∞（無限）の対話※詳細→P16

第34回　広島日展会展 第65回記念　新協展（有料）

ひろしま美術館開館45周年記念　企画展「ピカソ　青の時代を超えて」※13日11:00〜ミュージアム・トーク有 通年 所蔵作
品展

【企画展】中丸雪生と交友の画家たち

けんみん文化祭ひろしま・第10回広島市の祭典

〜あの日からまもなく80年〜
藤登弘郎　水彩画展 燿画会日本画展 第19回

書道紅葉展
第36回篆刻と刻字展 日本の神楽

「神人鬼神
の舞」写真展第11回アトリエ・虹油絵展

小西 秀穂　書作展 ダグラスの漫画イラスト Colorful Pearl 受講生＆講師作品展示会

広島サミットPRパネル展

広島で地球的問題を考える ひろしまからウクライナへ「友情の架け橋」展

千馬 弘子　絵画展

丸木スマ・位里・俊・大道あや展

立町ツバメ　個展　絵画など「わたしのほしぞら」 槇原 慶喜　個展

★井手原敬一展（２階）
瀬戸理恵子作品展ー変遷—ティーバッグと共に

Works of Rieko Seto -Transition-with Teabags

KANE NICHOLAS
作品展

足利 祐子　作品展 鍵本 金六　〜生い立ち〜 kanako作品展〜ここから
生きていくために〜

石通輝美　曼荼羅原画展
〜輝きの庭〜

常設展　Blue Rose23 太田順子作品展 常設展　Blue Rose23

※月・火・水休国際平和文化都市の基（はじまり）

“ゆり子ワールド（版画の世界）” 常設展

★河野令二 遺作展　木のかたち※6日14:00〜
ギャラリートーク有

Gセレクション 齋藤夏海 個展　Lento : 小旅行
※16日19:00〜トーク有

天野寛子フリー刺繍画展
－爆と曝－※詳細→P3

アトリエぱおス
タッフ展（仮）

★HDL第７回企画展「Art in Book」（会：ブラック画
材4階）問 hiroshimadrawinglab@gmail.com

耀く〜加藤 美代子日本画展〜 
※詳細→P15

全日本アートサロン絵画大賞展 
第4回　広島応募作品展

西美 公二　展（15日のみ休）

【SPACE A】山岡 奈々子　作品展/
【SPACE B】常設展

【SPACE A】前田 八重 籐の皮のバッグ＆アート 展/
【SPACE B】真鍮とビーズの飾りもの展

身近な骨とうとアートの世界vol.12（会期中無休） 25日…貸し切り、4/29〜5/5臨時休業

はんが女子展　5月　井上 伸子　角田 秀子　石田 眞澄　中塚 幸子　皆本 典子

※1〜20休 〜小景のかたち〜森下恭介作品展

G7サミット・アート7人展（メールにて事前予約）

★時の刻みかた

★マッゾニ マルコ個展

★“PUNK! THE REVOLUTION OF EVERYDAY LIFE”HIROSHIMA

★佐々木しず　陶展

★遠いところ

★アニュアル vol.1 -Imaging-

「Masa廃墟ギャラリー展2023〜Miyajima〜」（写真）

芳賀 稔　展

※旧日本銀行広島支店は令和 4年 4月〜令和 5年 9月末（予定）の間、工事のため休館。
美 術 展 示

Hiroshima Art Galleries Week 2023（4/29 ～ 5/7）
※詳細→ P3※下記イベントカレンダー内★印は参加展示
参加ギャラリー：アートギャラリーミヤウチ、L GALLERY-Greative Art 
Space、オルタナティブスペースコア、gallery G、スタジオピンクハウ
ス、すぺいすフラミンゴ（カモメのばぁばぁ2階）、SLAP、タメンタイギャ
ラリー鶴見町ラボ、広島芸術センター、Hiroshima Drawing Lab、THE 
POOL、ラピスギャラリー、92project（会場出展なし）
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2023.5

所
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（月）（火）（水・祝）（木・祝）（金・祝）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）

フジグラン緑井
ギャラリーパッセージ
☎082（877）9500

〜10日
 

12日  〜31日

〜10日
 

そごう広島店
☎082（225）2111

4月25日  〜1日 2日  〜8日
 

9日  〜15日
 

16日  〜22日 23日  〜29日

16日  〜22日 23日  〜29日

福屋八丁堀本店
☎082（246）6111

4月27日  〜3日 4日  〜10日 11日  〜17日 18日  〜23日 25日  〜31日

4月27日  〜3日 4日  〜10日 11日  〜17日 25日  〜31日

4月27日  〜3日 4日  〜10日 11日  〜17日 25日  〜31日

福屋広島駅前店
☎082（568）3111

4月27日  〜9日 11日  〜23日

4月27日  〜3日 4日  〜10日 11日  〜17日 18日  〜24日 25日  〜31日

広島三越
☎082（242）3111

4月26日  〜1日 3日  〜8日 10日  〜15日
 

17日  〜22日 24日  〜29日  〜6月5日

4月26日  〜1日

広島城 ☎082（221）7512
大人370、シニア・高校生180（入館料）

〜7月17日

郷 土 資 料 館
☎082（253）6771

大人100、シニア・高校生50（入館料）

〜7日 20日  〜7月2日

ヌマジ交通ミュージアム
☎082（878）6211

大人510、シニア・高校生250（観覧料）

〜7日

健 康 科 学 館
☎082（246）9100

大人370、シニア・高校生180（入館料）

〜7月9日

植 物 公 園
☎082（922）3600

大人510、シニア・高校生170（入園料）

〜6月7日

4月29日  〜7日 9日  〜14日 16日  〜28日  〜6月11日

13日  〜16日 27日  〜7月2日

森林公園こんちゅう館
☎082（899）8964

大人 510、シニア・高校生 170（入館料）

〜7日

安 佐 動 物 公 園
☎082（838）1111

大人510、シニア・高校生170（入園料）

〜28日

中 央 図 書 館
☎082（222）5542

〜6月11日

ま ん が 図 書 館
☎082（261）0330

〜7日

ひろしま遊学の森
緑化センター
☎082（899）2811

4月27日  〜6月27日

4月28日  〜28日

頼山陽史跡資料館
☎082（298）5051

一般200、大学生150（常設観覧料）

〜21日

広島県立文書館
☎082（245）8444

〜6月10日

広島県立図書館
☎082（241）4971
※月、3～5、14休

〜8月20日

マリホ水族館 別館
問☎082（942）0001

〜14日

エディオン蔦屋家電
☎082（264）6511

4月29日  〜7日
 

広島大学医学部医学資料館
☎082（257）5877

〜26日

高野　新美会「自由なる象展」
通所リハビリテーションもみの木　作品展

広島国際映画祭「映画 ヴィレッジ展」

藤井 美加子
日本画展

第15回　山口伝統
工芸新作展

川﨑 麻央　日本画展
-いつもあなたと-

ガレ・ドーム展 丁子紅子　日本画展　-憧憬-
「SANPO」PARK HYANG 
SOOK SOLO EXHIBITION 注目の次世代作家展

日本の四季　ふるさとの詩
原田 泰治　版画展

〜よしもと芸人30周年記念〜
よしもと芸人 アーティスト
たいぞう　絵画展

藤井 誠　油彩画展
―旅の途中― FUKUYA 

SELECTION
―絵画・工芸・西洋アン

ティーク―

水津 達大　展
quietly

川合 敦子　器展 第12回 織田 達也　作陶展 西川 孝次　吹きガラス展 備前 金重 潤平　作陶展

髙野 友美　陶展
工芸ゆかたと夏きもの
涼やかに、凛と

松江藩 籐細工 川口 淳平
いろいろな素材で作った鞄展

―トランスフォーム―
宮本 大地　展

画業40周年　しげの 秀一 原画展
バリバリ伝説×頭文字D×MF GHOST（有料） デビュー40周年記念　日渡 早紀 原画展（有料）

〜風薫る陶〜
大濱 博幸　作陶展

Rinje ソウタシエ教室 作品展 本多 公子 染めもの展
〜手描きで創る和の世界〜

アトリエルマ
創作レザーウェア＆バッグ展

草木染めシルクスカーフと
シルバー・天然石アクセサリー展

ルメテ アデリン 展
筆づくし・刀づくし・刻づくし 

安達春汀刻字展
橋本 勇夫
オルゴール展 春の絵画特選会 黒岩 達大

陶展 31日〜日本画・
洋画秀作展柚木 陽子　展

企画展「学芸員のオススメ PART5」※詳細→P5

企画展　「広島の近代化を担った建物たち
－建造物からたどる広島の歴史－｣※日曜日14:00〜展示ガイド有

※休館日＝月、2、
9〜11休

企画展「別世界　元宇品-陸地とつながった島の変容-」
※日曜日（21を除く）14:00〜展示ガイド有

令和5年春季企画展「月につきすすめ！
ー月探査の過去・現在・未来ー」 ※休館日＝月、9〜11休

※休館日＝月、火（30を除く）休企画展「骨コツボーン！鍛えてマッスル！！」

特別企画展「牧野富太郎と広島」※関連→P14

春の洋ラン展/
クレマチス展

植物友の会 植物同好会ロビー展示/セッコク・長生蘭展 ハーブ展 31日〜セントポーリア
とイワタバコの仲間展

遅咲きクレマチス展 ※休園日＝金休 アジサイ展

企画展示「コガネムシの世界」 ※休園日＝水、3、10休

第37回　安佐動物公園動物写真コンクール 入賞作品展
※休園日＝木
（4を除く）休

※休館日＝月、2、9、31休令和5年度子ども読書まつり「本はともだち！」企画展「植物に親しむ」

「第25回おもしろその年まんが大賞」入賞作品展 ※休館日＝月、2、9、31休

陶友会　陶芸作品展

「野の花水彩画」展〜第2弾〜 ※5月無休

令和5年度特集展「花鳥風月な書画〜風雅の世界に遊ぶ〜」
※5日13:30〜展示解説会有 ※休館日＝月、23、24休

※休館日＝土曜午後、日、祝休収蔵文書展「災害を語る歴史資料Ⅱ」※6月3日10:00〜講演会有（要申込）

資料展示「新聞の書評で紹介された本（令和4年12月〜令和5年2月到着分）」（〜6月25日）／Ｇ７広島サミット特設コーナー（〜8月20日）
資料展示「全国特殊詐欺被害防止ポスター展」（〜13日）／資料展示「新しい絵本〜令和3年〜4年に出版された絵本から〜」（〜12月31日）

特別企画展 からふる展（有料） ※休館日＝16休

道原 聡『ひろしまとイタリア　つなぐ平和のメッセージ』

※休館日＝土、日、祝休2022年度　広島大学原爆放射線医科学研究所資料展示「被爆者を生き抜く：資料から見えてくる兒玉光雄さん」
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