
福山城公園福山城公園福山城公園

●福山城博物館●福山城博物館●福山城博物館●ふくやま美術館●ふくやま美術館●ふくやま美術館

●福山市武道館●福山市武道館●福山市武道館●ふくやま文学館●ふくやま文学館●ふくやま文学館

●天満屋●天満屋●天満屋

●さんすて福山●さんすて福山●さんすて福山

アイネス●
フクヤマ　
アイネス●
フクヤマ　
アイネス●
フクヤマ　

●●ふくやま草戸千軒
ミュージアム

（県立歴史博物館）

ふくやま草戸千軒
ミュージアム

（県立歴史博物館）

ふくやま草戸千軒
ミュージアム

（県立歴史博物館）

●エフピコRiM●エフピコRiM●エフピコRiM

車両通行止め区間
（市道西町若松線）

二之丸お散歩エリア

城見町（南）交差点福山駅

福山駅前交差点

西２番ガード（北）交差点

西1番ガード
（北）交差点

福山駅北口
交差点

文化ゾーン

2018年（平成30年）6月9日土・10日日
10時～19時   　　　　　

福山城南側道路が
歩行者専用道路になります

※上記の日時は、  　 車両通行止め になります。

※天候等により内容が変更となる場合があります。
　詳しくは上記ホームページでご確認ください。

福山市建設局土木部道路整備課　TEL 084-928-1084
福山市建設局土木部土木管理課　TEL 084-928-1079福山市主催

●実験区間は自転車は降りてご通行ください。
●アンケート調査を実施しますのでご協力くだ
さい。

お問い合わせ先

アンケートにご協力いただいた方に、
粗品をプレゼントします。
※数に限りがありますので、なくなり次第終了します。

実証実験
協力の
お願い

福山駅周辺を
楽しく“まち歩き”しませんか？

2022年(平成34年)に迎える福山城築城400年に向け
福山城を中心とした駅南北ゾーンの一体化を考える実証実験

実証実験現地案内図

実験の目的

イベント情報
当日は福山駅周辺で多数のイベントが開催されます。詳しくは裏面をご覧ください。

実施日時

福山市道路整備課 検索

車両を通行止めにした場合の自動車交通への影響を確認する。
まちの賑わいにつながる安全・快適な歩行空間のあり方を検討する。

多数の
イベントが
開催されます！

石引き・石割り体験
福山城の内堀跡等を巡ろう！駅北 福山城築城400年記念プレ事業

駅南 OPEN STREET FUKUYAMA vol.2
ふくやま駅CHIKA手しごと市
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二之丸お散歩エリア

福山駅

文化ゾーン

ENJOY エリア
遊び感覚で楽しめる
スポーツテストなど

開催！

BAL STREET
福山の美味しいものを、
ゆっくり味わえる空間。
近くのお店からフードと
お酒が集まります。CAFE&MARKET

STREET
バンヨリが並ぶおしゃれな
マーケットとオープンカフェ
をお楽しみください。

BOOK STREET

INFORMATION
エリア

OPEN STREET
FUKUYAMAの窓口です。

商店街とマチの
情報発信とご案内。

本を読みながら、
コーヒータイムを

楽しんだり、人工芝で、
大人も子供も楽しめる
遊びの空間をご用意！

6/9土・10日は 駅北・駅南 を楽しもう！

※天候等により内容が変更となる場合があります。

広島県立歴史博物館
ふくやま草戸千軒ミュージアム
□住 福山市西町2-4-1
□時 9:30～17:00
□休 月曜日　※祝休日の場合、その翌日
　 ※6/12㊋～15㊎は臨時休館

▼常設展

中世の港町「草戸千軒町
遺跡」を実物大で復元！
「土器パズル」や「中世衣
装」の着用体験ができま
す。かぞくでクイズに答え
てキミも博物館博士にな
ろう！

よみがえる草戸千軒の町

□所 二之丸お散歩エリア内
□時 12:00～15:00
　 ※石引き体験は13:00より。
　 　石割り体験・石垣産地説明会は随時
　　 行います。
実施主体／福山市経済環境局
　　　　　文化観光振興部文化振興課
　　　　　築城400年事業推進担当

▼6月10日日

福山城の石垣でも使
われている石を見
て、触って、割って、
引いてみよう！ 
400年前の石垣づく
りを体験しませんか？

石引き・石割り体験

▼常設展

原始古代から近代
までの福山の歴史
を所蔵品などによっ
て紹介しています。

福山の歴史と文化

ふくやま美術館
□住 福山市西町2-4-3
□時 9:30～17:00
　 ※6/1㊎、2㊏、8㊎、9㊏は19：00まで
□休 月曜日　※祝休日の場合、その翌日

福山城博物館
□住 福山市丸之内1-8
□時 9:30～17:00
　 ※4/1㊐～8/31㊎は18：30まで
□休 月曜日　※祝休日の場合、その翌日

▼特別展 4月14日土～6月10日日

京都出身で江戸時代の
絵師・伊藤若冲（じゃく
ちゅう）（1716～1800年）
をテーマにした特別展が
開催。極彩色の精緻な画
風で知られる“奇想の画
家”の魅力を堪能できま
す。

若冲と京の美術
京都  細見コレクションの精華

駅北
駅南

※天候等により内容が変更となる場合があります。

OPEN STREET FUKUYAMA vol.2
ミチを楽しむ、マチが変わる3日間

福山市の中心である福山駅前の賑わい創出、回遊性向上に向けた歩道空間活用プロ
ジェクト。「ミチ」をきっかけにした楽しい「マチ」づくりに向け、新たな居場所づくりに向け
た屋外カフェの常設や定期的なマーケット開催に向けた実験を実施し、将来的に屋外カ
フェの常設の可能性を検討することを目的とします。
【実 施 主 体】 
【問い合わせ先】

福山駅前等歩道空間活用社会実験実行委員会
福山駅前等歩道空間活用社会実験実行委員会作業部会
事務局：アイネスフクヤマ　TEL 084-922-3388

https://osfukuyama.amebaownd.com/

6月8日金 17：00～21：00／6月9日土 11：00～21：00／6月10日日 11：00～16：00

マチやお店の情報が集まります。
各エリアのご案内も行っています。

▼6月8日金～10日日

□所 福山駅南口前
□時 11：00～
　 ※スポーツテストの受付
　 　9日／11:00~15:00
　 　10日／11:00~14:30

スポーツテストで気軽に、遊び
感覚で身体を動かそう！

▼6月9日土・10日日

□所 フューレック前
□時 9日／11:00~15:00
　 10日／11:00~14:30

フードとお酒が楽しめるバル空間。

▼6月8日金～10日日

□所 福山天満屋南側
□時 8・9日／バル 17:00~21:00
　 ※ラストオーダー
　　 フード 20:00/ドリンク 20:30
　 9・10日／カフェ 11:00~16:00

キャスパでお絵描き
旧キャスパのガラス面にお絵描
きができるコーナーを設置。

▼6月9日土・10日日

□所 旧キャスパ前
□時 11：00～16:00

地下道にいってみよう！
アイネスフクヤマと天満屋の間の
地下道では、「ふくやま駅CHIKA
手しごと市」を開催！

▼6月9日土・10日日

□所 アイネスフクヤマ・
　 天満屋間の地下道
主催／福山市商店街
　　　振興組合連合会

ティピを置いて、子供も大
人も楽しめるキッズス
ペース。

▼6月9日土・10日日 ▼6月9日土

□所 アイネスフクヤマ センタープラザ内

みんなで作る
ワクワクCAMP

東京パラリンピックで行
われる競技、ボッチャを体
験しよう。

ボッチャ•ニュー
スポーツ体験

▼6月10日日

モルモットに触れ合える
体験コーナー。

モルモットに
触れよう！

みやこじゃくちゅう

ふくやま文学館
□住 福山市丸之内1-9-9
□時 9:30～17:00
□休 月曜日　※祝休日の場合、その翌日

▼特別展 4月20日金～6月24日日

本展では、こぐま社を代表
する絵本の原画やリトグラ
フを展示します。また、「ぶ
たのいえ」（『11ぴきのねこ
とぶた』より）や「魚の形の
気球」（『11ぴきのねことあ
ほうどり』より）などのオブ
ジェでも、物語の世界を楽
しんでいただけます。

えほんはともだち
こぐま社絵本展

□所 二之丸お散歩エリア内（福山城公園噴水前受付）
□時 ①11:00～ ②13:00～ ③14:00～ 計3回
□☎ 090‐8248‐0159（当日連絡先）
実施主体／福山市経済環境局
　　　　　文化観光振興部文化振興課 文化財担当

▼6月9日土

福山城は二重の堀（外堀・内堀）に囲まれたお城でした。
内堀の大部分は地下に眠っていますが、その痕跡等を巡り
ます。福山駅北口の地下遺構発掘調査結果も説明します。
この機会に福山城の新たな魅力に触れてみませんか？

福山城の内堀跡等を巡ろう！

文化ゾーン

▲1888（明治21）年頃
　内堀は蓮根畑として利用されて
　いるようです。　

□時 9日／11:00~16:00
　 10日／11:00~14:00

□時 13:00~15:30 □時 12:00~14:45

マスキングテープを使ってフ
ラッグを作ろう。

▼6月9日土・10日日 ▼6月9日土・10日日

□所 アイネスフクヤマ前

フラッグを作ろう！ 絵本の読み聞かせ会

□時 9日／11:00~16:00
　 10日／11:00~14:00

□時 13:30~14:00

福山城築城
400年記念

プレ事業 福山城築城
400年記念

プレ事業


