
リーガロイヤルホテル広島  

周辺イベント情報 2017 年 11 月 

 

1 日（水） 周辺イベント 「広島神楽」(旭神楽団:滝夜叉姫・戻り橋）［広島県民文化センター］ 

2 日（木） 周辺イベント カルラ・ピレス［広島文化学園 HBG ホール］ 

3 日（金・祝）  ホテルイベント 人気のドレス試着＆美食フェア［ウエディング］ 

 周辺イベント コブクロ KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心”［広島グリーンアリーナ］ 

4 日（土） ホテルイベント 最上階の絶景×黒毛和牛フレンチ美食フェア［ウエディング］ 

 周辺イベント コブクロ KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心”［広島グリーンアリーナ］ 

 周辺イベント 広島オペラアンサンブル第 42 回公演「カヴァレリアルスティカーナ」「リータ」

［広島 JMS アステールプラザ］ 

5 日（日） ホテルイベント 挙式×披露宴×試食まるごと体験フェア［ウエディング］ 

8 日（水） 周辺イベント 「広島神楽」(苅屋形神楽団:塵輪・八岐大蛇）［広島県民文化センター］ 

 周辺イベント 舞台「スマートモテリーマン講座」［広島 JMS アステールプラザ］ 

9 日（木） 周辺イベント 広銀トゥモローコンサート［広島文化学園 HBG ホール］ 

ヴラマンク展 絵画と言葉で紡ぐ人生［ひろしま美術館］ 

2017 年 11 月 3 日（金・祝）～ 12 月 24 日（日） 

ブータン しあわせに生きるためのヒント［広島県立美術館］ 

2017 年 11 月 2 日(木) ～12 月 24 日(日) 

藤森照信展 自然を生かした建築と路上観察［広島市現代美術館］ 

～2017 年 12 月 3 日（日） 

劇団四季ミュージカル「オペラ座の怪人」公演 ［上野学園ホール］ 

 ～2017 年 11 月 19 日（日） 

威風堂々クラシック in Hiroshima［広島市内各会場］※リーガロイヤルホテル広島 11/18 16:00～16:50 

2017 年 11 月 18 日（土）、19 日（日） 

えびす講（胡子大祭）［胡子神社］（中央通、アリスガーデン、広島市中央部一帯） 

2017 年 11 月 18 日（土）～20 日（月） 
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11 日（土） ホテルイベント 最上階の絶景×黒毛和牛フレンチ美食フェア［ウエディング］ 

 周辺イベント さだまさしコンサートツアー2017［広島文化学園 HBG ホール］ 

12 日（日） ホテルイベント 挙式×披露宴×試食まるごと体験フェア［ウエディング］ 

 周辺イベント AI TOUR「和と洋」［広島文化学園 HBG ホール］ 

13 日（月） 周辺イベント ART GARFUNKEL アート・ガーファンクル［広島 JMS アステールプラザ］ 

14 日（火） 周辺イベント 広島交響楽団第 375 回定期演奏会［広島文化学園 HBG ホール］ 

15 日（水） 周辺イベント 「広島神楽」(大森神楽団:土蜘蛛・戻り橋）［広島県民文化センター］ 

 周辺イベント Kalafina Acoustic Tour 2017［広島文化学園 HBG ホール］ 

17 日（金） 周辺イベント 葉加瀬太郎コンサートツアー2017「VIOLINISM Ⅲ」［広島文化学園 HBG ホール］ 

 周辺イベント Ke Kai O Kahiki コンサート in 広島［国際会議場 フェニックスホール］ 

18 日（土） ホテルイベント パーティ会場見学＆ドレス試着フェア［ウエディング］ 

 周辺イベント LiSA LiVE is Smile Always［広島文化学園 HBG ホール］ 

 周辺イベント 威風堂々クラシック in Hiroshima 2017［広島 JMS アステールプラザ］ 

19 日（日） ホテルイベント 披露宴×試食×演出体験フェア［ウエディング］ 

 周辺イベント ディズニー・オン・クラシック［広島文化学園 HBG ホール］ 

 周辺イベント 威風堂々クラシック in Hiroshima 2017［国際会議場 フェニックスホール］ 

22 日（水） 周辺イベント 「広島神楽」(龍南神楽団:塵倫・八岐の大蛇）［広島県民文化センター］ 

 周辺イベント 島津亜矢コンサート 2017 初志［広島文化学園 HBG ホール］ 

23 日（木・祝） 周辺イベント この熱き私の激情［広島 JMS アステールプラザ］ 

 周辺イベント カープファン感謝デー［マツダスタジアム］ 

24 日（金） 周辺イベント 布袋寅泰 HOTEI Live In Japan 2017［広島 JMS アステールプラザ］ 

25 日（土） ホテルイベント 最上階の絶景×黒毛和牛フレンチ美食フェア［ウエディング］ 
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25 日（土） 周辺イベント しまじろうコンサート［広島文化学園 HBG ホール］ 

 周辺イベント OLDCODEX Tour 2017 “they go，Where？”［広島 JMS アステールプラザ］ 

26 日（日） ホテルイベント 挙式×披露宴×試食まるごと体験フェア［ウエディング］ 

 周辺イベント サンフレッチェ広島 ＶＳ ＦＣ東京［エディオンスタジアム広島］ 

 周辺イベント OLDCODEX Tour 2017 “they go，Where？”［広島 JMS アステールプラザ］ 

27 日（月） ホテルイベント 円楽・たい平 昼席ランチ 落語会［4 階 宴会場］ 

29 日（水） 周辺イベント 「広島神楽」(茂田神楽団:戻り橋・滝夜叉姫）［広島県民文化センター］ 
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