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©こうの史代／コアミックス

　2021年8月1日（日）、「ひろしま国際平和文化祭（略称ひろフェス）」の
概要発表及びアンバサダーを紹介する開催1年前PRイベントが行われま
した。フェスティバルの内容について、総合プロデューサーより概要、音
楽・メディア芸術のプロデューサーより詳細の説明がありました。アンバ
サダーとしてSTU48が任命され、代表して石田みなみさん、中村舞さん
が意気込みを語りました。その後、広島ウインドオーケストラのアンサン
ブルによる音楽と「夕凪の街　桜の国」の複製原画を使用したプロジェ
クションマッピングが実施され、音楽とアニメーションのコラボレーショ
ンを印象付けました。
　来年から始まるこのフェスティバルは、“平和の種をまき、次世代を育
てる”をコンセプトに、アカデミー・コンペティション・アワードが設置さ
れ、聴く・観るだけではない、学び・競い合う芸術祭を目指すものです。ま
た、若手アーティストや次世代のクリエイターを育てるとともに、フェス
ティバルそのものが、2年に1回の開催ごとに市民や地域の文化団体と一
緒に育っていくことも目指します。

　メディア芸術分野は、「ひろしまアニメーションシーズン」の名称で、ア
ニメーションの可能性にフォーカスをあてた2つのコンペティション、日
本のアニメーションを顕彰するアワード、次世代を育てるアニメーション
アカデミーなどが実施される予定です。私たちは、ひろしま国際平和文
化祭の中に位置付けられた、この新しいアニメーションイベントを長期
的に育てていきたいと考えます。

2022年8月から「ひろしま国際平和文化祭」が始まります！
1985年から2020年まで続いた「広島国際アニメーションフェスティバル」により培われた広島のアニメーション文化を基盤に、
音楽とメディア芸術がコラボレーションするフェスティバルを開催することで、市民が豊かな芸術に触れて、共感、想像力、相互理
解を育み、日常生活の中で平和について考え行動する「平和文化」の醸成を目指す新たなイベントです。

アカデミー・コンペティション・アワードの3本柱で、学び・競い合い
評価するフェスティバルに

広島ウインドオーケストラのアンサンブルによる音楽（録音）と広島
が舞台の『夕凪の街　桜の国』（作者：こうの史代氏）の複製原画を
使用したプロジェクションマッピングをひろしま美術館で上映しま
す。
【日時】2021年8月2日(月)～31日(火)
        11:00～15:30の間で30分毎に上映（各回約3分）
【会場】ひろしま美術館本館ホール
         ※ひろしま美術館特別展のチケットが必要です。

【コンセプト】“平和の種をまき、次世代を育てる”
　　　　　「芸術」により、平和の種をまくと同時に次世代へつなげ「チャンスを与える」フェスティバル。
【開催期間】2022年8月1日（月）～8月28日（日）
【内容】ひろしまミュージックセッション（8月上旬～中旬）、ひろしまアニメーションシーズン（8月中旬～下旬）を中心に多くのイベントを実施。
　　　地域の文化団体が主催する連携・応援イベントも行われる。
【会場】JMSアステールプラザほか（予定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           

開催1年前PRイベントスペシャルプログラム

＜開催概要＞ 2022年開催！ 第1回ひろしま国際平和文化祭（略称ひろフェス）

公式サイト　https://hiroshimafest.org
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速水奨 麗華

ヒカリオルタス 木村優紀

　「ポップカルチャーひろしま」は、音楽とともに国境を超えて共感を呼
ぶアニソン、コスプレなどのポップカルチャーをテーマに、広島と世界の
若者の平和的交流を目的としたイベントです。2017年のスタートから毎
年、「NPO法人音楽は平和を運ぶ」の支援を受け、若者の国際交流の場
づくりと「平和は楽しい」というメッセージを広島から世界へ発信してき
ました。
　昨年は新型コロナ禍により中止となりました。今年2021年はインター
ネット上でのライブや動画配信を通じ、世界のコスプレイヤーやファン
がつながるオンライン・イベントとして開催されます。
　8月29日（日）には、ヒューマンアカデミー広島校の協力により、同校

スタジオからYouTubeでのアニソンのライブ配信、特別ゲストで人気声
優の速水奨さんのオンライン出演があります。また、各国のコスプレイ
ヤーとZoomでつなぎトークを楽しみます。
　さらに日本を代表するコスプレイヤーの一人である麗華さんを中心に、
コスチュームデザインから生地選び、制作、メイク、撮影方法などを学ぶ
ワークショップを通じてオリジナルのニューヒーロー＆ヒロインのコス
プレキャラクターを制作します。完成したキャラクターは、広島在住のコ
スプレイヤーとのコラボによって、イベントのフィナーレに登場します。
　このイベントの様子は、後日、テレビ放送やアジア各国をはじめフラン
スなど世界へ番組配信する予定です。

＜開催概要＞
【名　称】ポップカルチャーひろしま2021
【開催日】2021年8月29日（日）12：00～17：00（ライブ配信）
【会　場】総合学園ヒューマンアカデミー広島校 スタジオ からライブ配信
【主　催】ポップカルチャーひろしま2021実行委員会
【共　催】特定非営利活動法人 音楽は平和を運ぶ、公益財団法人 松尾孝記念財団
【後　援】広島県、広島市、広島県教育委員会、広島市教育委員会、広島市文化財団、
　　　　中国新聞社、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、
　　　　NHK広島放送局、広島エフエム放送、FMちゅーピー76.6MHz
【協　力】国際オタクイベント協会、コスカレード実行委員会、総合学園ヒューマンアカデミー
　　　　広島校、NPO法人広島アニメーションシティ、ひろしま国際平和文化祭実行委員会
【出　演】速水奨、麗華、ヒカリオルタス、木村優紀（総合MC）、通訳（テヨン、リリアン）
お問い合わせ先：ポップカルチャー2021実行委員会 事務局

メール：info@pophi.jp
電話番号：082-253-1010
ホームページ：http://www.pophi.jp

※イベントワークショップの開催にあたり、感染症防止対策を行っています。

ポップカルチャーひろしま2021
8月29日（日）オンライン・イベントとして開催！特集2

新型コロナ禍に負けるな！ 
ポップで楽しい！ ポップカルチャーの魅力を広島から世界へライブ発信！

https://www.youtube.com/pophi

ミュージックストリート 毎月第2・第4水曜日ミュージックストリート 毎月第2・第4水曜日
♪11:45～12:15 広島県民文化センター
♪12:20～12:50 HNB&Craft Beerと炭火はればれ 前
♪11:45～12:15 広島県民文化センター
♪12:20～12:50 HNB&Craft Beerと炭火はればれ 前

音楽を楽しもう! ストリートコンサート♪ 広島を楽しもう! ランチタイムに音楽を♬音楽を楽しもう! ストリートコンサート♪ 広島を楽しもう! ランチタイムに音楽を♬

　　　　　　　　　　　 ひろしま国際平和文化祭（ひろフェス）開催1年前PRイベント開催期間及びその後1ヶ月間（2021年8月1日～9月30日）
に実施される文化イベントです。各イベントとひろフェスが相互に広報を行い、それぞれを紹介していきます。各イベント会場ではパネル展示等で
ひろフェスの紹介を行い、ひろフェス公式ホームページに各イベントの紹介が掲載されます。ひろフェス、多彩な音楽のイベント、アニメーションや
ポップカルチャーのイベントが、応援し合う取組です。
　「ポップカルチャーひろしま2021」「広島ゆかりのアニメーション上映会2021」も、この応援文化イベントに位置付けられています。

「応援文化イベント」は、



広島ゆかりのアニメーション上映会2021特集3

2022年から新たに始まる「ひろしま国際平和文化祭」の応援文化イベントとして開催！ 
アニメーションを広島の新しい都市文化のひとつに

＜来館に際してのお願い＞発熱や咳など体調に不安がある方は、入館をお控えください。入館の際はマスクを着用
してください。広島県外からのお客様は、各都道府県の移動自粛要請にあわせて来館いただくようお願いします。

＜開催概要＞
【名称】広島ゆかりのアニメーション上映会2021
【上映日程】2021年８月27日（金）～29日（日） 【会場】広島市映像文化ライブラリー（広島市中区基町3-1）
【共催】NPO法人広島アニメーションシティ、広島市映像文化ライブラリー
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、急遽、上映が中止・変更になる場合があります。

2018年8月に放送されたNHK「クローズアップ現代+」での募集をきっかけに始まったプロジェクトが、今年も実施されます。戦争中でも毎日を懸命に生き抜いた、 映画『この世
界の片隅に』（2016年公開／監督 片渕須直／原作 こうの史代）の主人公すずさん。私たちの身近にいる「すずさん」（祖父母、ご高齢の先輩）たちに戦争中の暮らしのエピソー
ドを聞き、＃（ハッシュタグ）でシェアしていく取り組みです。戦争の記憶を次世代へ受け継いでいくため、今年も来年も、この先もずっと、毎年忘れずに続けていきたい企画です。
特集番組は、8月12日(木) 午後7：30～8：42 [NHK総合] にて放送予定。
詳しくは⇒https://www.nhk.or.jp/special/suzusan/

●今年も！ #あちこちのすずさん プロジェクト

※当日の上映分数は、ここに掲載したものと多少異なる場合があります。　※上映開始30分後からの入場はおことわりします。

　NPO法人広島アニメーションシティは、広島市映像文化ライブラリーと共催し、「広島ゆかりのアニ
メーション上映会2021」を実施します。この上映会は2018年から毎年開催し、アニメーションに描
かれる広島の人々や街の姿を見つめながら、広島とアニメーションの関わりを再発見してきました。
　4回目となる今回は、2022年から新たに始まる「ひろしま国際平和文化祭」の応援文化イベントと
して、広島ゆかりのアニメーション作品をあらためて紹介し、アニメーションを広島の新しい都市文化
の一つとして捉える機会とすることを目指します。1980年代、1990年代、2000年代、2010年代の
各年代に発表された長編アニメーション3作品、短編アニメーション3作品を選びました。広島の心を
伝える作品、個性あふれる短編をお楽しみください。

©スタジオみのる

©Shizuka Miyazaki/Tokyo University of the Arts

◆8月27日（金）『キドモモドキ』、『はだしのゲン2』（2作品・91分）
開映　①10：30～　②14：00～　③18：00～
鑑賞料／大人510円、シニア（65歳以上）250円、高校生250円、小・中学生無料

◆8月28日（土）『太陽をなくした日』、『クロがいた夏』（2作品・86分）
開映　①10：30～　②14：00～　③18：00～
鑑賞料／大人510円、シニア（65歳以上）250円、高校生250円、小・中学生無料

『キドモモドキ』
2013(平成25)年 5分 カラー Blu-ray
監督/宮﨑しずか（広島在住アニメーション作家）
広島県「第１回新県美展」優秀賞。

『はだしのゲン2』
1986(昭和61)年 ゲンプロダクション 86分 カラー 35mm
監督/平田敏夫　原作/中沢啓治　製作協力/広島映画センター
声の出演/宮崎一成、島村佳江、甲田将樹、青山貴美

『太陽をなくした日』
2002(平成14)年 スタジオみのる 19分 カラー 16mm
監督/前田 稔（広島在住アニメーション作家）
第10回広島国際アニメーションフェスティバル上映作品。

『クロがいた夏』
1990(平成2)年 ゲンプロダクション、中国放送 67分 カラー 35mm
監督/白土 武　原作/中沢啓治
声の出演/田口悦子、小刀将弘、中島ゆき、矢田耕司

◆8月29日（日）『アマイとサダコの祈り』、『かっ飛ばせ！ドリーマーズ　－カープ誕生物語－』（2作品・95分）
開映　①10：30～　②14：00～
鑑賞料／大人510円、シニア（65歳以上）250円、高校生250円、小・中学生無料

『アマイとサダコの祈り』
2019(平成31)年 ANT-Hiroshima 8分 カラー DVD
監督/ファウジア・ミナラ
作品提供/ANT-Hiroshima
米国「MY HERO International Film Festival 2018」
アニメーション部門１位

『かっ飛ばせ!ドリーマーズ －カープ誕生物語－』
1994(平成6)年 広島映画センター 87分 カラー 35mm
監督/兼森義則（呉市出身）　原案/中沢啓治
声の出演/甲田将樹、小山裕香、風見しんご、相原 勇、衣笠祥雄

『キドモモドキ』

『太陽をなくした日』

『かっ飛ばせ!ドリーマーズ －カープ誕生物語－』

＜プログラムと作品紹介＞

◆この世界の片隅にNews!!
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●ふくやま美術館 「2021年度夏季所蔵品展」×「刀剣乱舞-ONLINE-」
コラボレーション
会期：2021年6月24日（木）～9月12日（日）
会場：ふくやま美術館（福山市西町二丁目4番3号）
料金：一般310円、高校生以下無料
休館日：月曜日（8月9日（月・休）は開館、10日（火）は休館）
問合せ：084-932-2345
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyama-museum/

●第34回現代絵本作家原画展 野坂勇作　絵空（えそら）ごと 本当（ほ
んと）ごと
会期：2021年7月2日（金）～9月12日（日）
会場：東広島市立美術館（東広島市西条栄町９-１）
料金：一般800円、大学生500円、高校生以下無料
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
問合せ：082-430-7117
https://hhmoa.jp/in-session/3345/

●シルバニアファミリー展
会期：2021年7月8日（木）～9月5日（日）
会場：奥田元宋・小由女美術館（三次市東酒屋町10453番地6）
料金：一般1,000円、高校・大学生500円、中学生以下無料
休館日：水曜日（ただし8月11日は開館）
問合せ：0824-65-0010
https://www.genso-sayume.jp/

●猫のダヤン35周年　ダヤンと不思議な劇場　池田あきこ原画展
会期：2021年7月9日（金）～9月5日（日）
会場：はつかいち美術ギャラリー（廿日市市下平良一丁目11-1）
料金：一般800円、高校生以下無料
休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌平日）
問合せ：0829-20-0222
https://www.hatsukaichi-csa.net/gallery/
http://www.nekono-dayan.com/

●ムーミン コミックス展
会期：2021年7月17日（土）～9月5日（日）
会場：ひろしま美術館（広島市中区基町3-2）
料金：一般1,300円、高大生1,000円、小中学生500円
休館日：会期中無休
問合せ：082-223-2530
https://www.hiroshima-museum.jp/
https://moomin-comics.jp/

●藤子不二雄Ⓐ展 －Ⓐの変コレクション－
会期：2021年7月21日（水）～9月26日（日）
会場：広島県立美術館（広島市中区上幟町2-22）
料金：一般1,400円、高・大学生1,000円、小・中学生700円
休館日：会期中無休
問合せ：082-221-6246
https://www.hpam.jp/museum/
https://fujiko-a-ten.jp/

【紙面についてのお問合せ】
NPO法人広島アニメーションシティ事務局
〒730-0011 広島市中区基町 21-3 中国放送会館内
http://hac.or.jp/　Email : hac-jimu@hac.or.jp

◆Event Information

◆News / Report 

発行日：2021年8月6日　発行部数：5000部　　発行：広島市市民局文化スポーツ部文化振興課
編集：NPO法人広島アニメーションシティ（HAC）・谷口重徳・松浦妙子・カワサキマミ
レイアウトデザイン：カワサキマミ
題字デザイン：岡川卓詩（名古屋芸術大学）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、事前の整理券入手、入場時に検温などの体調確認・マスク着用・アルコール消毒等を要請される場合 があります。各施設の規定に
従って、展示を楽しみましょう。広島県「新型コロナ感染拡大防止 早期集中対策」のため臨時休館や会期変更の可能性もあります。詳しくは各施設のサイトをご覧ください。

●Furec ARTS For The future!2021 もえろ！アニメコンペティション フクヤマニメFes　募集
　福山駅前シネマモードでは、新たにアニメクリエーターの才能の発掘イベントを開催する。個人・団体、学生・一般、プロ・アマを問わず応募可能！
　【募集期間】2021年7月1日（木）～ 8月31日（火）
　【募集作品】1分～10分のアニメーション作品。制作方法、作品の新旧は問わない。時間は前後のクレジットを含む総時間。
　【選考結果発表】2021年10月23日（土）又は24日（日）に福山駅前シネマモード表彰式にて発表。
　【審査員長】アニメーション監督 羽原信義氏（福山市出身）　【審査員】アニメーションプロデューサー 笠間寿高氏（広島市出身）
　詳しくは⇒https://fukuyamanime.jp/event2021/anime-compe/

※広島県立美術館は、広島県「新型コロナ感
染拡大防止のための早期集中対策」を受け、
8/7(土）～9/12(日）臨時休館されます。再開
等の情報は美術館サイトでご確認ください。
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