
毛利三兄弟のふるさと講演会
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紹介するコーナーです。
皆さんの身近な出来事を
お知らせください。
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☎42-5627　　42-4376

こちらまで！

各市町が連携して相乗的にまちの魅力を高めて
いこうと、8 月に安芸高田市、三原市、北広島町
が合同で立ち上げた “ 毛利三兄弟のふるさと連携
協議会 ”。その初イベントとなる講演会が開催さ
れ、約 300 名が来場しました。第 1 部では教育
委員会事務局の秋本専門員がユーモアを交えなが
ら、三兄弟や各市町の魅力を解説し、第 2 部では、
数々のメディアでも活躍する奈良大学教授の千田
嘉博教授が、お城をテーマに講演。各市町のキャ
ラクターも登場し、大いに盛り上がりました。

市内 6 町を結ぶ全町 110㎞のコースを自転
車で駆け抜けるサイクリングイベント。県内外
からエントリーした 158 名が、市ならではの
地形や美しい景観を堪能しました。各町に設け
られたエイドステーション、給水所には地域の
ボランティアがスタンバイし、通過した人に特
産品を手渡し。参加者はグルメ、地域の人々と
の交流も満喫していました。ボランティア 70
名以上が参加した他、コースの沿道では走者に
声援を贈る人の姿も数多く見られました。

吉田中学校と吉田高等学校の吹奏楽部卒業生
を中心に、市民と市外の社会人などで構成され
る『安芸高田ウインドアンサンブル』の定期演
奏会が開催されました。台風の影響で、例年一
緒に演奏している吉田中学校の吹奏楽部は残念
ながら不参加。来場者も若干少なかったものの、
親子連れからお年寄の方まで幅広い世代の方々
約 150 人が来場し、音楽を楽しみました。『美女
と野獣』『イモトのテーマ』など、お馴染みの曲
が演奏されると会場は多いに盛り上がりました。

3つの市町が連携

美しい音色が観客を魅了 秋晴れの市内を疾走
安芸高田ウインドアンサンブル
第13回定期演奏会

第3回ツールドひろしま安芸高田
2017　～神楽の里を走ろう～
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平成 29年 10月1日現在、外国人を含む。
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市役所開庁時間 8:30～17:15
（土曜・日曜日、祝日、年末年始は閉庁）
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　唯称庵跡のカエデ林（甲田町上甲立1853）
　9時～16時　☎090-9736-1954（玉本）
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カエデ祭り
11月5日（日）

毎年、県指定の天然記
念物「唯称庵のカエデ
林」が色づいたころに
開催。豚汁や新鮮野菜
の販売などもあり。

所
時 問

　向原生涯学習センターみらい　10時～18時
　☎090-6575-1938（実行委員長）
　近隣に駐車場（300台）あり備

県北のB級グルメやジ
ビエ料理の店が並び、
音楽、ワークショップな
ど子どもから大人まで
一日楽しめるイベント。

所 時
問

2017いのしかんフェスティバル
11月5日（日）

　八千代支所駐車場　10時～16時　
　☎52-2111（八千代支所）

各種ステージ発表、地
域対抗ゲーム大会、バ
ザーなど楽しくてどこ
か懐かしいお祭り。ぜ
ひ、お寄りんさい。

所 時
問

第17回八千代およりん祭
11月5日（日）

　JA営農総合センター（美土里町横田4227-9）　
　10時～15時　☎42-1111（JA北部総務課）
　駐車場に限りがございます備

ふるさと産品、ヤマメ
の塩焼、農産物の即売
会。神楽やダンスのス
テージイベントも目白
押し。

所
時 問

第13回 JAまつり
11月11日（土）・12日（日）

　土師ダム周辺　8時35分開会式
　☎52-2811（はじ丸館）

第４０回を記念し、ゲス
トに陸上選手、中国電
力の新井・田中選手を
招いて開催。

所 時
問

第40回土師ダム湖畔マラソン大会
11月23日（木・祝）

　神楽門前湯治村　10時開門、11時30分開演
　☎54-0888（神楽門前湯治村）

各地の競演大会で優秀
な成績を収めた神楽団
が集まり、本年度の旧
舞、新舞それぞれの頂
点を目指し競い合う。

所 時
問

ひろしま神楽グランプリ2017
11月25日（土）
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