広島のアーティストたちがつくる、芸術文化祭！
！

見て、体験して芸術で彩る一日！
！

2022.9.18 SUN

※前日、11：00 時点で、大雨・台風注意報が発令された場合、

入場
無料

10:00-17:00

2022 年 9 月23 日（金・祝）に延期とさせていただきます。

また、予備日についても同様の状況となった場合は開催中止とさせていただきます。
延期・中止の告知は広島青年会議所 HP「Colorful Heart Festival Facebook・LINE・Instagram・Twitter」にてお知らせいたします。
※本事業内で撮影した写真や動画は報告資料や広報資料として使わせていただきます。

ステージ

展示・体験

音楽、
ダンス、
書道、演劇、生け花

ダンス
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協賛

浅田運送株式会社

生藤哲治税理士事務所

たちまち合同会社

瀧川コンサルタント事務所

公式 LINE

一般社団法人広島青年会議所

まん延防止等重点措置が発令された場合、会場において検温の実施・参加人数を超

〒730-0011

う形式を取ります。発熱症状・咳など、体調がすぐれない方の来場はお控え願います。

開催場所

バイオガイアジャパン株式会社

新型コロナウイルス感染症について

広島県広島市中区基町 5－44

えないよう人数制限を行い、広島県の定める「イベントの開催条件について」に沿

ピースシティ Hiroshima 委員会

平和大通り

主催

順不同

～写真・オカリナ作り・ダンス・音楽・タンゴ～

問い合わせ先
広島
クリスタルプラザ

盆栽

ステージで観て興味を持ったら実際に体験してみよう！

～音楽・タンゴ・花いけパフォーマンス～

平和大通り 緑地帯
クリスタルプラザ前

生け花

書道

様々な芸術文化を観て、
興味を持ったら体験ブースで実践しよう！

開催場所

書道、生け花、
盆栽、
ダンス、
音楽、
演劇

080-3350-8803 担当：中野智貴
後援

株式会社いとや

マスクの
着用

消毒

人との距離の
確保

大声での
会話を控える

広島県、広島市、広島市教育委員会
株式会社 UNEMOTO

田中法律事務所

細田林業株式会社

検温
（入場時）

有限会社木利画材

一般財団法人はなまる相続

株式会社ミッションワーク

公式 Facebook

株式会社庄子食品

株式会社広島ビルクリーナー

株式会社 B.H

和ダイニング鶏人

公式 Instagram

公式 Twitter

ステージ

タイムスケジュール
10：17 ～
【パノラマイベント】
村上貴信

10：42 ～
【ダンス】
ＦＬＥＸ/ＤＡＮＳＰＯＲＴ

11：22 ～
【花いけパフォーマンス】
広島工業大学高等学校

12：02 ～
【演劇】
グンジョーブタイ

12：30 ～

ダンス

DANSPORT & STUDIO FLEX

DANSPORTは「地域密着型」の西日本最大級のダンスサークル。広
島県を中心に、広島・山口県内に約170サークルを展開しております。
ダンススタジオFLEXは広島・呉・五日市の３校があり、ダンスの名門
校として知られております。多様なダンスを披露していただきます。

音 楽・タ ン ゴ

13：10 ～

13：50 ～
【ダンス】
ＦＬＥＸ/ＤＡＮＳＰＯＲＴ

14：30 ～
【花いけパフォーマンス】
広島工業大学高等学校

15：10 ～
【演劇】
グンジョーブタイ

15：38 ～
【音楽・タンゴ】
RN タンゴスタジオ＆エムミュージック

16：18 ～
【参加型ステージ】
ダンス・音楽

参加型
アート

グンジョーブタイ

協力 : 一般社団法人舞台芸術制作室無色透明

広島の演劇界を活性化させたい、という想いから創立した劇団。演劇
はもっと身近なエンターテイメントにできると考えて活動されていま
す。
「劇場に来てもらうため、
劇場から出る」というスタンスで、演劇公
演のほかに映像作品への出演、テレビコマーシャル、ナレーション、
執筆など幅広く活動されています。
書道パフォーマンス

デューオとエムミュージックの仲間たち・
RN タンゴスタジオ

エムミュージック講師とその仲間達による素朴なオカリナ演奏と、タ
ンゴダンスアジア選手権チャンピオンのアルゼンチンタンゴダンサー
「ロドリゴ＆ナツコ」が主宰するRNタンゴスタジオによる情熱のタン
ゴショーです。
花いけパフォーマンス

広島文教大学

書道部

書の作品制作や書道パフォーマンスに取り組んでおり、作品制作で
は古典臨書をし、大学の展覧会やコンクールへの出品しています。今
回のパフォーマンスでは、
「Coloful」をテーマに、巨大な紙面に元気
いっぱい表現します。部員一丸となって、最高のパフォーマンスと書
道の芸術文化をお届けします！

ワークショップ参加方法

広島工業大学高等学校 日本文化部
毎年出場している「全国高校生花いけバトル」と同様，5分間で作品を
仕上げます！
花いけパフォーマンスをご覧くださる皆様に笑顔になっていただける
よう一生懸命頑張ります！応援よろしくお願いいたします！

ワークショップは右のQRコードにて
1ヶ月前より事前予約が可能です。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

ワークショップ

【音楽・タンゴ】
RN タンゴスタジオ＆エムミュージック

【書道パフォーマンス】
広島文教女子大学

演劇

ダンス

DANSPORT & STUDIO FLEX

演劇

参加費：無料

キッズクラス・通常クラスはもちろん、社会人向けのクラスやヨガ、イ
ベントを目指すユニットクラスから プロを目指すアドバンスクラスま
で。この様々な種類のダンスから、自分にフィットするレッスンを見つ
けましょう。ダンスを通じた“ダンスコミュニティ”をワークショップを
通じて楽しめます。

グンジョーブタイ

音楽

盆栽

エム・ミュージック・グランヴィア

参加費：500 円

可愛らしい鳥の鳴き声のする小さなハトのオカリナに絵付け体験。
平和を願ってハトに自由に思い思いの色を付け、世界で一つだけの
オカリナを作ります。

参加費：3,850 円

庭能花園

季節・定番から苗を選び、器や石や苔を自由に選んでオリジナルの盆
栽を作ります。自分が表現したいことを盆栽上で表現します。

書道

カ メラ

坂口赤道

参加費：１,000 円

筆や羽などさまざまなもので書に思いを表現。黒だけでなく絵の具を
使ったカラフルな書道です。同じ漢字でも、自分が表現したいことに
よって色や形、テイストが変わります。

被爆三世 これからの私たちは project

広島工業大学高等学校 日本文化部

参加費：無料

平和大通りを背景に家族写真をお撮りして、初心者向けに、デジタル
一眼レフカメラ・ミラーレスカメラのかんたんな扱い方をレクチャー
します。
（「被爆三世の家族写真」の当日参加も可能です）
※撮影データは後日メールでお送りいたします。

フラワーアレンジメント

タンゴ

参加費：500 円

皆様にお花を身近に感じていただきたいと思い，今回はフラワーアレ
ンジメント，フラワーボトル・ハーバリウム，ドライフラワーブーケの体
験会を部員で考えました！ぜひぜひお越しください♡

パノラマペイントの掲載イメージ

参加費：無料

日常的に感じている違和感のない感覚を、非日常な空間や物語で体
験すること。その曖昧さを、演劇を通して表現していきたい、という思
いを持たれ、表現することの楽しさを知っていただきます。

RN タンゴスタジオ by Rodrigo＆Natsuko

参加費：無料

タンゴダンスアジア選手権チャンピオンのアルゼンチンタンゴダン
サー「ロドリゴ＆ナツコ」が主宰するRNタンゴスタジオの講師によ
る、アルゼンチンタンゴの有名なポーズの取り方や、美しいステップ
の体験を行います。

み ん な で つ くった 絵 が
ひ ろしま 市 内 を 走 る！

村上 貴信
MURAKAMI
TAKANOBU

みんなで作成！未来へ運ぶ想い！パノラマペイント
体験コーナーにてアーティストの村上貴信氏が下書きされた作品に、
様々な色でメッセージや図形など自由に表現してみんなの力で大きな
絵をつくり上げます。完成した絵は広電バスの内側に貼り出され、広
島市内を巡回します。
※掲載期間は 9月27日（火）～10 月30日
（日）を予定しています。

広島県 東 広島市出身の画 家・アートディレク
ター・スタイリスト。
「夢、明るい未来、皆で育む」
をコンセプトに、現代アートの分野で作品を制
作。昨年はルーブル美術館でも展示。

