
ハ
ジ
マ
ル
!! 

ひ
ろ
し
ま
国
際
平
和
文
化
祭

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
シ
ー
ズ
ン
の
魅
力

特集

2022年8月1日のオープニングイベントを皮切りに、ハジマル!!「ひろしま国際平和文化祭（ひろフェス）」！
“平和の種をまき、次世代を育てる” 音楽とメディア芸術のフェスティバル。
芸術・文化を心おきなく楽しめるのは平和であってこそ！ 音楽とメディア芸術の多様なイベントにより「ヒロシマの心」を発信する
ひろフェス、なかでも新しいアニメーションの楽しみの場として市民に開かれる「ひろしまアニメーションシーズン」の魅力と見どこ
ろを紹介します。

【コンセプト】
【開 催 期間】

【 会 場 】

“平和の種をまき、次世代を育てる”　　【第1回テーマ】 “いのち輝く平和芸術、みんな主役。”
2022年8月1日（月）～8月28日（日）
8月5日（金）～17日（水）「ひろしまミュージックセッション」
8月17日（水）～21日（日）「ひろしまアニメーションシーズン」をメイン事業に、広島市内を中心に様々な
文化イベントが溢れる一ヶ月です。地域の文化団体が主催する連携・応援イベントも開催！
JMSアステールプラザ、広島国際会議場フェニックスホールほか

＜開催概要＞ 2022年8月開催！ 第1回ひろしま国際平和文化祭（ひろフェス）

公式サイト ①ひろしま国際平和文化祭 https://hiroshimafest.org/
 ②アニメーションシーズン  https://animation.hiroshimafest.org/
 ③ミュージックセッション  https://music.hiroshimafest.org/

音楽とアニメーションの新しい楽しさに、みんなが出会うフェスティバル！

① ② ③

　ひろしま国際平和文化祭（ひろフェス）、ついに開幕！ 音楽とアニメー
ションをより深く楽しめるイベント満載の一ヶ月間が始まりました。
　音楽部門メインイベント「ひろしまミュージックセッション」の「次世代
指揮者コンクール」は、公開審査として、コンサートのリハーサルとも言え
る場に市民も立ち会える貴重な機会となります。音楽・メディア芸術連
携イベントとしては、日本が世界に誇るアニメ・ゲームの名曲をオーケス
トラが奏でる「アニメーションシンフォニー」にも注目！ まちかどコン
サートやストリートピアノ演奏会など、広島の街の風景と音楽が響き合
うイベントも多彩に展開されます。

　メディア芸術部門メインイベント「ひろしまアニメーションシーズン」
では、新しい取り組みがいくつも用意されています。
　中心となるのはもちろん「コンペティション」。広島が立地する環太平
洋・アジア地域の最優秀作品を決める「環太平洋・アジアコンペティショ
ン」とジャンルごとに世界中の秀作が競い合う「ワールドコンペティショ

ン」には来場者が選ぶ観客賞も設けられ、審査員が決定した作品ととも
にグランプリ候補になります。「ワールドコンペティション」はジャンルご
とに上映、投票できるので、ぜひお好きなジャンルのコンペティションに
参加してみてください。アワード受賞作品上映プログラムとともに、ゲス
トトークも充実しています。
　アカデミー事業「ひろしまアーティスト・イン・レジデンス（H-AIR）」の
交流の成果を知ることのできるトーク・シンポジウムも行われます。約
半年間に渡って広島市内に住んで作品準備・制作活動をしている3名の
アーティストが学生や市民とのワークショップなどを通じて行った交流、
地域とアニメーションの良い関係を知りたい地域振興関係者はぜひ参
加を。
　広島市映像文化ライブラリー、横川シネマ、サロンシネマでは、日本の
古典名作上映や平和を考える特集上映、人気アニメ作品を音響調整さ
れた迫力の音で味わうboidsound映画祭も開催。詳しくは次頁へ！
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サロンシネマ
（東急ハンズ8F）
サロンシネマ
（東急ハンズ8F）

横川シネマ横川シネマ

こども文化科学館
アポロホール
こども文化科学館
アポロホール

ギャラリーGギャラリーG
❶JMSアステールプラザ　8月17日(水)～21日(日)
コンペティション、特集上映、トーク、セミナー
　

❷広島市映像文化ライブラリー　8月17日(水)～21日(日)
「所蔵アニメーション作品上映」
東映やジブリ長編アニメ、短編アニメーションの秀作など
映像文化ライブラリー所蔵の名作を上映。

[大人510円、1日券・全プログラム券利用可]
　

❸横川シネマ　8月17日(水)～21日(日)
コンペティション上映、
海外アニメーション上映 [横川シネマ指定料金、アニメー
ションシーズンチケット提示で割引あり]
　

❹サロンシネマ　8月12日(金)～18日(木)
「boidsound映画祭＠サロンシネマ」[1500円均一]

　

❺こども文化科学館アポロホール　8月13日(土)・14日(日)
「こどものためのアニメーション」 [無料]
コンペ（こどものためにカテゴリ）作品吹替上映ほか
　

❻ギャラリーG　8月16日(火)～28日(日)
生存の条件としての水をテーマにした展示 [無料]

★チケット情報⇒https://animation.hiroshimafest.org/tickets/

※アステールプラザ、横川シネマのコンペティション上映は
　アニメーションシーズンチケットで入場できます。

親と子で観てほしい、こどもの感性を育む豊かなアニメーション

　「ひろしまアニメーションシーズン2022」会場は、アステールプラザだけでなく広島市内に広がります。特集テーマを「水」として、それぞれの会場ごと
に工夫されたプログラムも上映されます。あなたのお気に入りプログラムを見つけてください。暑い夏の日々ではありますが、広島の街中あちこちでアニ
メーションを楽しむシーズンを満喫してください。この時期はアニメーションやマンガに関する美術展も多数開催中。P4のEvent Informationを参考
に、ひろしまアニメーションシーズンとともに足を運んでみてはいかがでしょうか。

ひろしまアニメーションシーズン2022 ～特集テーマ「水」～
　　　　　　　　　川に育まれた水の都・広島の街中でアニメーションを楽しもう！

　アステールプラザの朝10時台には、こどもの感性を育み親子で楽しめるプログラムが用意されています。米アカ
デミー賞ノミネート作の無料上映も。夏休みの思い出になること間違いなし。

　広島市映像文化ライブラリーでは所蔵作品から、「水にまつわる」「戦争を考える」「広島を振り返る」をテーマに
日本アニメの名作が上映されます。ぜひ観ていただきたい作品ばかりです。

■8/18(木)『ナタの大暴れ』『牧笛』【無料】 中国の楽しく美しいアニメーション。
■8/19(金)『ソング・オブ・シー 海のうた』【無料】 『わんぱく王子の大蛇退治』に影響を受けたと言われる可愛
らしい主人公が登場するアイルランドの作品。
■8/20(土) ワールドコンペティション「こどもたちのために」カテゴリを午前中に上映。
　※8/21 午後には一部生吹替上映も! こども文化科学館アポロホールでも8/13・14に吹替上映されます。
■8/21(日)『ヒックとドラゴン』【無料】 内気なバイキングの少年ヒック。彼が捕えた小さなドラゴンと交流して
成長していく感動の物語。

■8/17(水)・19(金)『わんぱく王子の大蛇退治』(1963年)　■8/17(水)・19(金)『風の谷のナウシカ』(1984年)
■8/18(木)・21(日)『火垂るの墓』(1988年)　■8/18(木)・20(土)『かっ飛ばせ!ドリーマーズ -カープ誕生物語-』 『かっ飛ばせ!ドリーマーズ -カープ誕生物語-』

『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』
©Cartoon Saloon, Melusine Productions,
　The Big Farm, Superprod, Nørlum



アニメファン、映画ファンはこのプログラムを見逃すな

アニメーションをより深く知り、もっと楽しむために

11月5日(土) 6日(日)2022年
紙屋町シャレオ中央広場ほか

etc...

http://www.pophi.jp

海外ゲスト＆国内コスプレイヤーのパフォーマンス、
声優トークショー、アニソンカラオケコンテスト、
コスプレパレード、同人誌即売会、
音楽ライブ、殺陣パフォーマンス 等

　ひろしまアニメーションシーズンでは、過去から現在までの日本アニメとその周縁に目を向けたプログラムが用
意されています。アニメファン、映画ファン、さらには音楽ファンにも楽しんでほしい多彩な内容です。
　アステールプラザのプログラムはゲストも豪華!

　横川シネマでは近年公開の海外長編アニメーション、サロンシネマでは人気アニメの迫力ある音響での上映が
行われます。既に観た作品も音が変われば新たな魅力を発見できます。映像文化ライブラリー収蔵作品から日本
アニメーション史を「水」「平和」「広島」をテーマに体験できる上映も見逃せません。

■8/17(水)『花の詩女 ゴティックメード』上映と広島出身声優・佐々木望トーク
■8/20(土) 生演奏付き“狂騒”応援上映『犬王』 ゲスト:大友良英、後藤浩幸
■8/21(日) 特別上映『平家物語』厳選エピソード ゲスト:山田尚子、吉田玲子、久保友孝
■8/17(水)～21(日)『平家物語』の彩[いろ]特別展示 美術画集発売を記念した特別展示(市民ギャラリー/入場
無料)
■8/18(木) 声優・佐々木望トーク/8/21(日) 美術監督・久保友孝トーク
　「アニメーションとひろしま」広島出身の才能に迫る(市民ギャラリー/入場無料)

■横川シネマ 8/17(水)～21(日) 海外アニメーション boidsound スペシャル、特別上映『エセルとアーネスト ふたりの物語』
■サロンシネマ 8/12(金)～18(木) boidsound 映画祭@サロンシネマ-音で観るアニメーション映画祭(サイエンスSARU作品、『AKIRA』デジタル
リマスター上映・佐々木望トークショーなど)
■広島市映像文化ライブラリー 8/17(水)～21(日) 東映動画『白蛇伝』『わんぱく王子の大蛇退治』、『風の谷のナウシカ』『火垂るの墓』のほか、人形
アニメ傑作『死者の書』も必見!

　アニメーションをより深く知り、もっと楽しむために参加したいプログラムも多様に組まれています。アニメー
ションは「水」をどのように表現してきたか、アニメーションと音楽の関係、ジェンダー・共生社会など多様性を考え
るプログラム。ゴールデンカープスター賞やコンペ作家のトークもこの映画祭ならではです。審査員作品、普段なか
なか観ることのできない作品上映も充実。

　紹介しきれなかったプログラムもたくさん! 期間中タイムテーブルを睨み、悩ましく楽しい日々を過ごすことになりそうです。

■8/18(木) 講演「アニメーションはどのように水を表現してきたか」講師:権藤俊司
■8/18(木) 上映&レクチャー「アニメーションにおける水:流動と断絶」講師:山村浩二
■8/19(金) 『名付けようのない踊り』審査員・ダンサー田中泯ドキュメンタリー
　ゲスト:田中泯、犬童一心、山村浩二(幼年時代をアニメーションで描く)
■8/19(金) 上映「共生社会に向けて」、上映&トーク「ジェンダー・アイデンティティとセクシュアリティ」
■8/20(土) 上映&レクチャー「ビジュアル・ミュージック」講師:細馬宏通
■8/20(土) 上映&トーク「広島でも蘇るチャーリー・パワーズ」映画史初期の傑作!
■広島市映像文化ライブラリー 8/20(土)『桃太郎 海の神兵』、8/21(日)『くもとちゅうりっぷ』『くじら』『幽霊
船』など日本アニメーション史を辿る上映

公式サイト〈Journal（活動報告）〉 「広島ゆかりのアニメーション2022」上映
　H-AIR アーティスト紹介やアカデミー事業の活動報告、プレイベントレ
ポートをはじめとした様々な読み物が楽しい〈Journal(活動報告)〉はオス
スメ!
　アニメーション映画祭を支える選考委員の熱意が感じられる貴重なレ
ポート「コンペティション選考委員座談会」も興味津々。

　2018年から続く「広島ゆかりのアニメーション」。NPO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共催で、被爆体験をテーマにした作品、広島在住
アニメーション作家の作品などを上映。ひろフェス連携イベントとして開催!
■8月2日(火)～5日(金)　10:30/14:00/18:00の3回上映

http://hac.or.jp/archive/hiroshima-yukari-animation2022/
※広島市映像文化ライブラリー指定料金で入場できます。https://animation.hiroshimafest.org/journal/

『死者の書』©桜映画社・川本プロダクション

『エセルとアーネスト ふたりの物語』

「共生社会に向けて」

「アニメーションにおける水:流動と断絶」

★プログラム情報⇒https://animation.hiroshimafest.org/program/
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●アニメージュとジブリ展
会期：2022年7月16日（土）～9月4日（日）
会場：NTTクレドホール（広島市中区基町6-78 基町クレド・パセーラ11階）
料金：平日 一般1,300円、中・高校生800円、小学生600円
※土日祝・8/12（金）・15（月）・16（火）は平日料金＋200円、未就学児無料
時間：10:00～18:00（金曜日は20:00まで）　※入場は閉場の30分前まで
問合せ：082-567-2500（平日10:00～18:00）
https://animage-ghibli.jp/

●工藤ノリコ 絵本作家20周年記念「ノラネコぐんだん展」
会期：2022年8月6日（土）～9月25日（日）
会場：筆の里工房（安芸郡熊野町中溝5-17-1）
料金：大人800円、小・中・高生250円、未就学児無料
時間：10:00～17:00　※入館は16:30まで
問合せ：082-855-3010
https://fude.or.jp/jp/exhibition_post/2022/04/2627/

●特別展「グリコ展 - 須田国太郎の愛したグリコのおもちゃ -」
会期：2022年7月30日（土）～9月26日（月）
会場：三之瀬御本陣芸術文化館（呉市下蒲刈町三之瀬311）
料金：大人500円、高校生300円、小・中学生200円
時間：9:00～17:00（初日のみ10:00より）　※入館は16:30まで
問合せ：0823-70-8088
http://www.shimokamagari.jp

●「艦隊のシェフ」×「呉海軍グルメ」
会期：2022年5月23日（月）～8月31日（水）
漫画『艦隊のシェフ』に登場したメニューを再現し呉市内9店舗で提供。
問合せ：0823-25-9090 呉海軍グルメ研究会（月刊くれえばん編集室内）
https://www.city.kure.lg.jp/site/kure-gourmet/kantainosyehu.html

●フォレストアドベンチャー×「鬼滅の刃」～全集中！試練の森 潜入訓練～
会期：2022年6月10日（金）～9月9日（金）
会場：フォレストアドベンチャー・広島（廿日市市吉和1593-75）
料金：4,000円
時間：9:00～17:00
問合せ：080-2128-0320
https://fa-hiroshima.foret-aventure.jp
https://foret-aventure-kimetsu.jp

●40周年記念ピングー展
会期：2022年7月2日（土）～9月4日（日）
会場：尾道市立美術館 （尾道市西土堂町17-19）
料金：大人1,000円、高校・大学生800円、中学生以下無料
時間：9:00～17:00　※入館は16:30まで
問合せ：0848-23-2281
https://www.pingu.jp/40th/

●手塚治虫展
会期：2022年7月7日（木）～8月30日（火）
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
時間：9:30～17:00（7/14、8/12は21:00まで）
問合せ：0824-65-0010

【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

発行日：2022年8月1日　発行部数：6000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）・松浦妙子・谷口重徳・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。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。

ひろしまアニメーションシーズンアカデミー事業の一環
として、幻灯機をモチーフにした「ぴかぴかランタン」で
幼児にアニメーションを動かす楽しさを体験してもらう
ワークショップを開催中！
実施をご希望の保育園・幼稚園・こども園などは以下か
らお気軽にお問合せください。

お問合せ　株式会社サニクリーン中国
フリーダイヤル0120-86-3290

サニクリーン×比治山大学「ぴかぴかアート教室」
これからのアニメ業界を担う若者を応援し彼ら彼女達の才能を
発掘し後押しする場を作るため、昨年に続き今年も開催！

[募集期間] 2022年6月17日（金）～9月19日（月・祝）
[募集作品] 1分～20分のアニメーション作品
[審査員] 審査員長/羽原信義、審査員/只野和子、笠間寿高、岡秀樹
[表彰式] 10月22日（土）又は23日（日）福山駅前シネマモード
詳細⇒https://fukuyamanime.jp/event2022/anime-compe/

もえろ！アニメコンペティション フクヤマニメAWARD 2022
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