
福山市市制施行 
100周年記念事業 

 

福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 

100周年事業：2016年（平成28年）1月～ 
        2017年（平成29年）3月 



■福山市市制施行１００周年記念式典 
 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会・福山市 
 実施時期 2016年（平成28年）7月1日（金） 
 実施場所 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール 
      ・市制施行100周年記念式典 
       功労者表彰など 
      ・記念ステージ 

 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会ほか 
 実施時期 2016年（平成28年）7月2日（土）～3日（日） 
 実施場所 中央公園ほか 

■市制施行100周年記念イベント 
（仮称）百年に一度の祭典 第２回福山博覧会 

1917年（大正6年）に市制施行1周年イベントとし
て開催された，通称「福山博覧会」に続く100年目
の記念イベントとして開催 
 ・市民団体ステージ 
 ・特産品ブース 
 ・（仮称）写真展「福山100年の歴史」 
  など 
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■夢・未来１００ものがたり 
 ～つなげよう ローズマインド～ 
 
 実施時期 2016年（平成28年）1月～2017年（平成29年）3月 
 実施場所 市内各所 
      100周年事業：59事業 （参考）プレイベント：31事業 
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事業名 実施期間 実施場所 実施団体 

市民参加型「コトノネコンサート」 1月～9月 福山市内 福山琴の音プロジェクト 

復活福山とんど祭り 1月17日（日）～ 
2017年2月 

各商店街及び競馬場跡地 福山とんど実行委員会 

ｱﾏﾁｭｱ無線特別局運営による100周年 
ＰＲ事業 

1月～ 
2017年2月 

福山市内 アマチュア無線特別局運営委員会 

ふくやま映画祭 1月～3月 県民文化センターふくやまほか 福山映画祭実行委員会 

福山ローカルアイドルパーティ 2月～9月 エフピコＲｉＭ ＳＯＵＮＤ４５０ 

市制100周年記念引野ローズパーティ 1月～12月 引野公民館ほか 引野ローズパーティ実行委員会 

街まるごと歴史博物館 1月～ 
2017年3月 

駅前西地区 
（街角・施設・店舗内） 

福山駅前商店会 

『ローズマインド はじまりの物語』 1月～ 
2017年3月 

全世界 ジェイ・ワークス株式会社 

市制施行100周年記念 
「空からハーイ！！明王台」 

1月～ 
2017年2月 

明王台小学校 福山市立明王台小学校ＰＴＡ 

ばら公園探索 
～全国へ届けようローズマインド～ 

1月～ 
2017年3月 

ばら公園ほか てしろこうみんかん子ども文庫 

（仮称）世界の国々との絆プロジェクト 1月～6月 福山市内ほか Ｔｅａｍ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ １００ 

福山市自治会運営研究大会 
・中四国自治会連絡協議会 

2月10日（水） 県民文化センターふくやま 
福山ニューキャッスルホテル 

福山市自治会連合会 

（仮称）鞆の浦納涼肝試し大会2016 
100人のお化けとビンゴ 

2月～9月 鞆町内 「鞆の浦を肝試しのメッカに！」 
プロジェクト実行委員会 

ローラと一緒にローズマインドを広めようプ
ロジェクト 

2月～12月 福山市内各種イベント会場ほか ローラと一緒にローズマインドを 
広めようプロジェクト委員会 

市制施行100周年記念 
「わがまち再発見」プロジェクト 

2月～11月 川口東公民館ほか 川口東子どもまちづくり委員会 

ばら栽培テキスト（小学生用）作成事業 2月 福山市内全小学校 福山ばら会 

１００万本の「ばら」を咲かせよう 
プロジェクト 

3月11日（金）～ 
2017年3月 

市役所本庁舎ロビーほか 福山市生活学校連絡協議会 

福山藩荻濃鉄砲組演武 1月～ 
2017年3月 

福山城水野勝成公銅像前広場 
ほか 

福山藩荻濃鉄砲組 

定期開催コスプレイベント 3月～11月 笠岡町公園（本通り商店街） 
ほか 

コスカレード実行委員会福山支部 
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事業名 実施期間 実施場所 実施団体 

亀山公園さくら祭り 4月3日（日） 亀山公園 道上学区まちづくり推進委員会 

詩吟朗詠錦城流一般社団法人詩吟朗
詠錦城会認可福山松浜支部大会支部
50周年記念 

4月10日（日） 県民文化センター 
ふくやま 

一般社団法人詩吟朗詠錦城会 
認可福山松浜支部 

昔のあそびフォーラムinふくやま 4月16日（土）～ 
4月17日（日） 

エフピコＲｉＭ 6階 花ネットワーク・ＢＩＮＧＯ 

2016 福山市市制100周年記念 
いけばな展 

4月20日（水）～ 
4月25日（月） 

福山天満屋 
7階大催場・8階催場 

2016 福山市市制100周年記念 
いけばな展実行委員会 

市民発！俄山（にわかやま） 
「100年の森物語」プロジェクト 

4月～2017年3月 俄山（山手・津之郷里山
里地モデル地域内） 

薪割り tai 

ＳＴＯＲＥＨＯＵＳＥ 4月～10月 福山卸町センター 
南駐車場 

株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ 

福山市市制100周年記念 
ハワイアンフェスティバル 

5月11日（水）～ 
5月16日（月） 

福山天満屋 7階大催場 ハワイアンフェスティバル 
実行委員会 

大道芸サーカス 
「スペシャルダイジェスト」 

5月13日（金） 県民文化センター 
ふくやま 

福山市商店街振興組合連合会 
まつり事業委員会 

福山市市制施行100周年記念イベント 
『第一回鞆の浦大漁節全国大会』 

5月15日（日） 神辺文化会館 民謡原田流直希会 

みんなでバラを編みましょう 5月～7月 エフピコＲｉＭ 7階 アミアンの会福山支部 

祝おう 踊ろう 輪になって 100周年！ 1月～2017年3月 緑町公園ほか 福山市女性連絡協議会 

福山むかしむかし、伝えよう未来へ！ 6月5日（日） ふくやま芸術文化ホール 
リーデンローズ小ホール 

備後語りの会「ふくふく」 

福山市市制100周年記念ミュージカル
公演～輝け☆ローズマインド～「未来ちゃ
んと100本のばらの精たち」 

6月5日（日） 県民文化センター 
ふくやま 

ミュージカル「未来ちゃんと100本
のばらの精たち」実行委員会 

第37回フルートフェスティバルinヒロシマ 
福山公演 

6月12日（日） ふくやま芸術文化ホール 
リーデンローズ大ホール 

中国フルート友の会福山公演 
実行委員会 

びんごビッグバンドまつり2016 
岡崎市ゲストバンド誘致事業 

6月19日（日） ふくやま芸術文化ホール 
リーデンローズ大ホール 

びんごビッグバンド連盟 

かがやけ夕日 福山の明日へ 
ニコピン先生の思いをのせて 

6月26日（日）～ 
10月30日（日） 

神辺文化会館 葛原文化保存会 

つくろう世代を超えた絆・思い出 
ＩＮ ふるさと東町内会 

6月 打縄公園ほか 木之庄東町内会 

100年前のメッセージに学ぶ 
展示プロジェクト 

6月 福山市内各施設 山本瀧之助研究会 

（仮称）「１００年だよ！（福山市民）全員
集合！」～ＮＰＯ法人mamanohibiが，子ど
もの未来を考えて，福山のこれまで・今・
これからを感じられる，市民全体を巻き
込んでのフクヤマイベントを，熱く・楽しくプ
ロデュース！～ 

6月 福山市体育館ほか ＮＰＯ法人mamanohibi 

福山市市制施行１００周年記念 
福山市東部市民大学創立１０周年記念
大学祭 福山の魅力を再発見しよう～つ
なげようローズマインド～ 

7月2日（土）～ 
11月27日（日） 

東部市民センター 福山市東部市民大学 
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事業名 実施期間 実施場所 実施団体 

福山市市制施行１００周年記念 
福山シンフォニーオーケストラ 
特別演奏会 

7月10日（日） ふくやま芸術文化ホール 
リーデンローズ大ホール 

特定非営利活動法人 
福山シンフォニーオーケストラ 

わがまち祭り“ふくやま１００” 7月17日（日） 
雨天7月18日（月・祝） 

福山城公園ほか わがまち祭り“ふくやま１００” 
実行委員会 

アジア少年少女国際交流事業in福山 7月23日（土） 鞆の浦周辺ほか 一般社団法人福山青年会議所 

「１００の感動」ニューミュージカル 8月7日（日） ふくやま芸術文化ホール 
リーデンローズ 

１００年に一度の市民でつくる感動
のニューミュージカルプロジェクト委
員会 

外国人留学生福山市市制施行 
１００周年記念事業二上りおどり 

8月13日（土） 福山夏まつり会場 福山市古典芸能保存会 

ふるさとまつなが 備後弁創作オペラ 
「ハブテトル ハブテトラン」 

8月27日（土）～ 
8月28日（日） 

西部市民センターホール フレンドリーピックまつなが 
カープヂェー実行委員会 

福山市市制１００周年と学生服の歴史 8月 ウエスギ福山店特設会場
ほか 

福山市と学生服の歴史を考える会 

「ふくのやまよさこい」 9月18日（日） 中央公園・宮通商店街 ふくのやまよさこい実行委員会 

市制施行１００周年記念 
「ふくやま横断ウルトラクイズ」 

9月～10月 福山市内 ふくやま横断ウルトラクイズ実行委
員会 

ばらフェス福山 
－未来へつなごう みんなの１００年－ 

10月1日（土）～ 
10月31日（月） 

福山駅前周辺ほか 福山駅前施設連絡協議会 

かぐや姫と帝の物語（Ⅰ部） 
秋川雅史が贈る歌とトーク（Ⅱ部） 

10月8日（土） ふくやま芸術文化ホール 
リーデンローズ大ホール 

福山シティオペラ 

第５０回西日本都市職員剣道大会 10月8日（土）～ 
10月9日（日） 

ローズアリーナ 西日本都市職員剣道連盟 

ふくやまインターナショナルスポーツ 
２０１６≪ふくスポ２０１６≫ 

10月30日（日） ローズアリーナほか ふくやま国際交流協会 

ローズマインドをケアに活かす 
「福山発！魅力ある地域包括ケア」 

11月11日（金）～ 
11月13日（日） 

ふくやま芸術文化ホール 
リーデンローズほか 

日本通所ケア研究会 

ふるさと中条めぐりウォーキング 11月27日（日） 中条学区内 中条学区まちづくり推進委員会 

みんなで歌って踊って権と八とで 
「かるた大会」 

11月 未定 神辺町商工会青年部 

深津時代行列 秋頃 福山市内 深津時代行列保存会 

福山市市制施行１００周年記念 
コンサート「ニューヨークから届く風 
～ＪＡＺZ・箏・吹奏楽の響演～」 

12月25日（日） ふくやま芸術文化ホール 
リーデンローズ大ホール 

ＪＦＥニューレッドウイングス 

鞆の浦ロケ地作品 
企画展及び上映会 

12月 福山市鞆の浦歴史民俗資
料館ほか 

福山市鞆の浦歴史民俗資料館 
活動推進協議会 

御領発「砂留と古代ロマンを蘇らせる 
プロジェクト」 

未定 未定 御領の古代ロマンを蘇らせる会 



■スタート100－福山とんど祭りー 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）1月17日（日） 
 実施場所 市営競馬場跡地 
      ・とんどの展示・火入れ 
      ・市民提案型イベント実施団体や 
       保育所児童によるステージ発表 
      ・体験コーナー，飲食・ＰＲブース 

■100日前イベント（仮称）「ふくやまプライド」 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）3月21日（月・祝） 
 実施場所 エフピコRiMふくやま 
      ・「福の山百選」発表 
      ・市民によるステージ発表 
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■「芦田川を守る日」全市ピカピカ大作戦 
 主  催 福山明るいまちづくり協議会 
      福山市自治会連合会 
      福山市公衆衛生推進協議会 
 実施時期 2016年（平成28年）6月5日（日） 
 実施場所 市内全域 
      ・7月1日の市制施行記念日に向けた 
       「市民全員参加」によるクリーン活動 

■中部まちづくりフェスタ 
 主  催 中部まちづくりフェスタ実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）3月26日（土） 
 実施場所 まなびの館ローズコム，中央公園ほか 
 

■～南の春のばら祭り～ローズパーティー 
 主  催 ローズパーティー実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）3月13日（日） 
 実施場所 沼隈支所，ぬまくまサンパルほか 
 

■東部文化フェスタ 
 主  催 東部文化フェスタ実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）3月19日（土）・20日（日） 
 実施場所 東部市民センター 
 

■北部市民フェスティバル 
 主  催 北部市民フェスティバル実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）3月19日（土）・20日（日） 
 実施場所 北部市民センター 
 

■フレンドリーピックまつながカープヂェー 
 主  催 フレンドリーピックまつながカープヂェー実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）4月30日（土）・5月1日（日） 
 実施場所 西部市民センターほか 
 

■（仮称）神辺地域フェスタ 
 主  催 （仮称）神辺地域フェスタ実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）9月25日（日）（予定） 
 実施場所 （仮称）かんなべ市民交流センターほか 
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■市花の交換 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会・福山市 
 実施時期 2016年（平成28年）11月（予定） 
 実施場所 岡崎市・尼崎市 
      ・市花の交換 など 

■瀬戸内クルージングサミット 
 主  催 福山市 
 実施時期 2016年（平成28年）11月22日（火）（予定） 
 実施場所 市内 
      ・サミット加盟自治体（香川県 三豊市，高松市，愛媛県 新居浜市， 
       岡山県 瀬戸内市，福山市）による連携・交流 

■全国都市改善改革実践事例発表会 
 主  催 福山市 
 実施時期 2017年（平成29年）3月24日（金）（予定） 
 実施場所 市役所ほか 
      ・全国の自治体職員による改善事例の発表 

■親善都市岡崎市市民交流事業 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
      福山市 
 実施時期 2016年（平成28年）8月6日（土）～7日（日） 
 実施場所 岡崎市 
      ・岡崎花火大会観覧 など 

■（仮称）おかざき・ふくやまの子どもたちの交流展 
 主  催 （公財）ふくやま芸術文化振興財団 ふくやま美術館・福山市教育委員会 
 実施時期 2017年（平成29年）1月2日（月）～9日（月・祝） 
 実施場所 ふくやま美術館 
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■秋季特別展「水野勝成展ーその軌跡と福山藩の誕生ー」 
 主  催 （公財）ふくやま芸術文化振興財団 福山城博物館 
      福山市教育委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）9月17日（土）～11月13日（日） 
 実施場所 福山城博物館 

■（仮称）市制施行100周年企画展 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
      福山市 
 実施時期 2016年（平成28年）4月～7月（予定） 
 実施場所 福山市生涯学習プラザ 歴史資料室 

■（仮称）朝鮮通信使ゆかりのまち全国交流会福山大会 
     ・日韓トップ囲碁対局 
 主  催 日韓トップ囲碁対局・鞆実行委員会ほか 
 実施時期 2017年（平成29年）3月11日（土）～12日（日）（予定） 
 実施場所 鞆町内 
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■市制施行100周年記念映画 
 「星籠の海ー探偵ミタライの事件簿ー」公開 
 
 実施時期 2016年（平成28年）6月公開予定 
 

■特別展「島田荘司とばらのまち福山ミステリー文学新人賞受賞者たち」 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
      （公財）ふくやま芸術文化振興財団 ふくやま文学館 
      福山市教育委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）4月28日（木）～7月10日（日） 
 実施場所 ふくやま文学館 
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■第74期将棋名人戦 ※申請中 
 実施時期 2016年（平成28年）5月（予定） 
 実施場所 福寿会館ほか 

■開運なんでも鑑定団「出張！なんでも鑑定団」 
 公開収録 ※申請中 
 実施時期 2016年（平成28年）9月（予定） 
 実施場所 神辺文化会館 

■新作能「福山」初演会 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
      新作能「福山」初演実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）7月16日（土） 
 実施場所 ふくやま芸術文化ホール  
      リーデンローズ  大ホール 
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■（仮称）福山100年 美術の礎を創られた美術家たち展 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
      福山市市制施行100周年記念美術展実行委員会 
 実施時期 2017年（平成29年）3月17日（金）～26日（日） 
 実施場所 ふくやま美術館 

■食の祭典！福山うずみフェスタ２０１６ 
 主  催 福山城アートプロジェクト実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）11月3日（木・祝）（予定） 
 実施場所 中央公園，福山城公園（予定） 

■特別展「ミケランジェロ展」 
 主  催 （公財）ふくやま芸術文化振興財団 ふくやま美術館 
      福山市教育委員会  
 実施時期 2016年（平成28年）9月18日（日） 
      ～11月6日（日） 
 実施場所 ふくやま美術館 

11 

システィーナ礼拝堂天井画 
《クマエの巫女》のための頭部習作 
トリノ王立図書館所蔵 



■「日本舞踊の祭典」百花繚乱 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
      日本舞踊の祭典実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）3月20日（日） 
 実施場所 ふくやま芸術文化ホール  
      リーデンローズ 大ホール 

■第30回広島県東部地区中学校吹奏楽祭り 
 主  催 広島県東部吹奏楽連盟 
 共  催 福山市教育委員会・（公財）ふくやま芸術文化振興財団 
 実施時期 2016年（平成28年）8月4日（木） 
 実施場所 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール 

■英国ロイヤル・バレエ団『ジゼル』 
 主  催 （公財）ふくやま芸術文化振興財団 
 実施時期 2016年（平成28年）7月6日（水） 
 実施場所 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール 

■ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団日本公演 
 主  催 （公財）ふくやま芸術文化振興財団 
 実施時期 2016年（平成28年）10月27日（木） 
 実施場所 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール 
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■福山市市制施行100周年記念大会 
 第35回ふくやまマラソン 
 主  催 福山市市制施行100周年記念大会 
      第35回ふくやまマラソン実行委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）2月21日（日） 
           【開会式】2月20日（土） 
           アルセ（福山市沖野上町） 
 実施場所 竹ヶ端運動公園陸上競技場ほか 

■スペシャル体育の日まつり 
 主  催 （公財）福山市体育振興事業団 
 実施時期 2016年（平成28年）10月10日（月・祝） 
 実施場所 緑町公園屋内競技場 ローズアリーナほか 

■特別巡回ラジオ体操 みんなの体操会 ※申請中 
 実施時期 2016年（平成28年）10月 

 実施場所 緑町公園 ※雨天の場合：緑町公園屋内競技場 ローズアリーナ 

13 



■福山市市制施行100周年記念ばら愛称決定 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
 実施時期 愛称募集：2015年（平成27年）9月1日（木）～30日（金） 
      市民投票：2015年（平成27年）11月～ 
      愛称決定：2016年（平成28年）1月（予定） 

■100万本のばら達成イベント 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）5月21日（土）【ばらの日】 
 実施場所 緑町公園，ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール 
      ・ばらを活用した市民参加による世界記録挑戦 
      ・100万本のばら達成記念音楽祭 
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■100周年記念グッズの作成 
 ・100周年ＰＲ缶バッジの制作 
 ・市制施行100周年記念切手の発行 など 
 実施時期 2015年度（平成27年度）～ 

■広報ふくやまや100周年公式サイト，フェイスブック 
 商工ふくやま，テレビなどを活用した広報 
 実施時期 2015年度（平成27年度）～ 

■ラジオ等メディアを活用した本市の魅力の発信事業 
 ＦＭふくやま「イブニングステーション」毎週水曜日18:10～（10分） 
 ＲＣＣラジオ バリシャキＮＯＷ内「ふくやま100年○かじり」 
  ①コーナー番組（第1・3火曜日 15:40～15:45（5分）） 
  ②告知スポット（第2・4・5火曜日 15:44～15:45（1分）） 

■ふくやま景観100選 
 主  催 福山市 
 実施時期 募集：2015年（平成27年）7月1日（水） 
         ～12月25日（金） 
      発表：2016年（平成28年）7月（予定） 
■福の山百選 ※再掲 

■企業・団体が実施するイベント等への冠付け，商品の製造・販売等 
 実施時期 2015年度（平成27年度）～ 

 
 
 
 
 
 
 
■福山ばら祭や夏まつり（花火大会など），ルクシアタふくやまの 
 特別バージョン 
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■（仮称）原安三郎秘蔵コレクション  

     広重 名所江戸百景・六十余州名所図会を中心に 
 主  催 （公財）ふくやま芸術文化振興財団 ふくやま美術館 
      福山市教育委員会 
 実施時期 2016年（平成28年）7月16日（土）～9月4日（日） 
 実施場所 ふくやま美術館 



■福山市市制施行100周年記念誌の発行 
 編集発行 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会・福山市 
 2016年（平成28年）7月発行 

■福山市市制施行100周年記念映像 
 2016年度（平成28年度）制作 

■まんが「福山を知ローゼ」第４集 まんが物語 100年物語 
 編集発行 福山市・福山市教育委員会・まんが「福山を知ローゼ」制作委員会 
 2016年（平成28年）3月発行 

■福山市上下水道史 
 編集発行 福山市上下水道局 
 2016年（平成28年）3月発行 

■福山市市制施行100周年記念事業記録集 
 2017年（平成29年）3月発行（予定） 

■「ともに歩んだ一世紀」 
 編集発行 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
      福山市 
 福山市とともに歩んでこられた100歳の方々の軌跡を取りまとめた冊子等の編集発行 
 2016年（平成28年）7月発行 
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■鞆支所・鞆公民館 
 2016年（平成28年）7月供用開始 

■（仮称）かんなべ市民交流センター 
 2016年（平成28年）7月供用開始  
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■出原浄水場（更新） 
 2016年（平成28年）4月供用開始 

■胡町船町線 道路美装化 
（本通商店街，本通船町商店街） 
 2016年（平成28年）6月完成（予定） 



■競馬場跡地利活用（公園・総合体育館） 
 2017年度（平成29年度）着工予定 
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■ばら公園・ローズロード等ばら関連施設 
 2016年（平成28年）4月供用開始 



■夢・未来プロジェクト 
 主  催 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会 
 実施時期 2015年度（平成27年度）～2016年度（平成28年度） 
     ・子どもたちから夢に向かってチャレンジしたいことの募集 
      決定・支援 

■（仮称）高校生議会 
 主  催 福山市 
 実施時期 2016年度（平成28年度） 

■歌でつなぐ 夢・未来プロジェクト 
 ～100周年から新たな次の100年に向かって～ 
 主  催 福山市教育委員会・福山市学校教育研究団体 
 実施時期 2015年度（平成27年度）～ 
     ・福山の子どもたちが自分の夢の実現に向かって，たくましく 
      生きていく力となる合唱曲とイメージビデオの制作 
     ・市制施行100周年記念式典において小・中・高校生で編成した 
      合唱団により披露 
     ・各校，校区の行事や各種大会等における日常的な合唱の実施 
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福山市市制施行１００周年記念事業スケジュール案（2016年1月～2017年3月）

17 日
【市民提案型】
スタート１００－福山とんど祭り－／市営競馬場跡地

【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
福山市市制施行１００周年記念ばら愛称決定（予定）

２月 21 日
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
市制施行１００周年記念大会第３５回ふくやまマラソン／竹ヶ端運動公園陸上競技場ほか

13 日
【地域まちづくり】
～南の春のばら祭り～ローズパーティー／沼隈支所，ぬまくまサンパルほか

【地域まちづくり】
東部文化フェスタ／東部市民センター（～２０日（日））

【地域まちづくり】
北部市民フェスティバル／北部市民センター（～２０日（日））

20 日
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
「日本舞踊の祭典」百花繚乱／ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ

21 月
【市民提案型】
１００日前イベント（仮称）「ふくやまプライド」／エフピコRiMふくやま
・「福の山百選」の発表，市民によるステージ発表

26 土
【地域まちづくり】
中部まちづくりフェスタ／まなびの館ローズコム，中央公園ほか

28 木
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
特別展「島田荘司とばらのまち福山ミステリー文学新人賞受賞者たち」
／ふくやま文学館（～７月１０日（日））

30 土
【地域まちづくり】
フレンドリーピックまつながカープヂェー／西部市民センターほか（～５月１日（日））

【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
市制施行１００周年企画展／福山市生涯学習プラザ　歴史資料室（～７月）（予定）

14 土 福山ばら祭／緑町公園ほか（～１５日（日）

21 土
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
１００万本のばら達成イベント／ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズほか
・ばらを活用した市民参加による世界記録挑戦，100万本のばら達成記念音楽祭

【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
第７４期将棋名人戦／福寿会館ほか

5 日
【地域まちづくり】
「芦田川を守る日」全市ピカピカ大作戦／市内全域

【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
市制施行100周年記念映画「星籠の海－探偵ミタライの事件簿－」公開予定

1 金
【記念式典・記念イベント】
福山市市制施行１００周年記念式典／ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ

2 土
【記念式典・記念イベント】
市制施行100周年記念イベント（仮称）百年に一度の祭典　第２回福山博覧会
／中央公園ほか（～３日（日））

6 水
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
英国ロイヤル・バレエ団『ジゼル』／ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ

【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
新作能「福山」初演会／ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ

（仮称）原安三郎秘蔵コレクション
広重　名所江戸百景・六十余州名所図会を中心に／ふくやま美術館（～９月４日（日））
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市制施行100周年記念事業・関連事業

16 土

４月

２０１６年（平成２８年）

１月

３月

19 土

※申請中

５月

６月

７月



福山市市制施行１００周年記念事業スケジュール案（2016年1月～2017年3月）

市制施行100周年記念事業・関連事業

4 木
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
第３０回広島県東部地区中学校吹奏楽祭り／ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ

6 土
【都市間連携】
親善都市岡崎市市民交流事業／愛知県岡崎市（～７日（日））

13 土 ふくやま夏まつり／ＪＲ福山駅周辺ほか（～１５日（月））

17 土
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
秋季特別展「水野勝成展－その軌跡と福山藩の誕生－」／福山城博物館（～11月13日（日））

18 日
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
特別展「ミケランジェロ展」／ふくやま美術館（～11月6日（日））

25 日
【地域まちづくり】
（仮称）神辺地域フェスタ／（仮称）かんなべ市民交流センターほか（予定）

【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
開運なんでも鑑定団「出張！なんでも鑑定団」公開収録／神辺文化会館

10 月
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
（仮称）スペシャル体育の日まつり／緑町公園屋内競技場 ローズアリーナほか

27 木
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団日本公演／ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ

【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
特別巡回ラジオ体操　みんなの体操会／緑町公園

3 木
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
食の祭典！福山うずみフェスタ２０１６／中央公園，福山城公園（予定）

22 火
【都市間連携】
瀬戸内クルージングサミット／福山市内（予定）

【都市間連携】
市花の交換／岡崎市・尼崎市

１２月 ルクシアタふくやま／中央公園ほか（予定）

１月 2 月
【都市間連携】
（仮称）おかざき・ふくやまの子どもたちの交流展／ふくやま美術館（～9日（月・祝））

11 土
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
（仮称）朝鮮通信使ゆかりのまち全国交流会福山大会・日韓トップ囲碁対局
／鞆町内（～12日（日））（予定）

17 金
【歴史・文化・音楽，スポーツ等】
（仮称）福山１００年 美術の礎を創られた美術家たち展／ふくやま美術館（～26日（日））

24 金
【都市間連携】
全国都市改善改革実践事例発表会／福山市内（予定）

１１月

８月

１０月

※申請中

９月

※申請中
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２０１７年（平成２９年）

３月


