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ひろしまって、
ひろいけど、
ひとつだ。

鯉の仇は、三本矢か、蜻蛉か、雷で討つ。

楽しいけん、広島じゃ県。 「１年は３月から１０月までの８ヶ月でいい」と思う人が８割。

またきんさいよ。
波はチャプチャプ
鉄板はジュウジュウ
電車はチンチン

広島、ちょうどええ県！
死ぬまで
コイ心を
失わない街。

'ちょうどいい ''と''平和''が一番似合う街。 広島の夏空は、青が深い。

あげーなこというてから 橋の上サイクリングの体験を

広島行かんで何しよん？ 海と山、今日の気分で行き先を。

目に、心に、記憶に、「あか」を撃つけん。
永遠に、世界の人が見るべきものが、
ここにはある。

広島の朝を見るとやる気が漲る！
山も川も海も世界遺産も、
ひとつの島の中にある。

ちょうどいいんよ。
人口密度17位。
だから、いいけん、広島県。

なんも言わんでも、ソバ、おるけんね。 ええとこ？いやー、わからんなぁ。ずっとここにおるけぇ。

路面電車がつなぐ自然豊かな街  広島 「じゃけぇ」が心地よく聞こえたら …。

島全体が広い心をもっている県 広島人の血の色は赤

日本の「美しい」がぎゅっとつまった所です。 語尾に、愛がある。

ひろがる思い
手をとりあなたと、
広島で

広島のいいところ
200は言える

好きな色は朱と赤と紫。
スポーツ観戦が生きがいです。

わっしょい広島

hiroshimaが好き heiwaが好き 時々、街をあげてお祭り騒ぎ。

ちょっと川沿い、散歩しない？

それぞれの、
ヒロシマ。
広島。
ひろしま。

路面から宇宙まで。 スポーツ観戦で多世代交流

心温まるもみじの染色 平和ボケでも、いいじゃない。

子供の頃は何もないと思っていました。 派手さはないけど、味はある。

推しと同じくらい広島を押していく Hが2つは、日本で唯一。

理由などない、ただ広島が好き。 カープしか勝たんじゃろ！

君と揺られて、私は育った。
赤も黄も緑も青も紫も
全部全部広島の色

希望のドーム
奇跡のスタジアム

牡蠣にレモンにお好み焼き！あれも、これも、ぶち美味い！！

広島がわたしの最高を引き出してくれる！ 朝の挨拶は、昨日のカープ情報

あきがこないよ、もみじ饅頭 広島出身の友だちは、なぜか、記憶に残る。

見据えるのは一歩先じゃない
十歩先だ

ローカルのトップニュースがカープになる街。

今日も一日気張ってきんさい！！ コイウタ

「ええねぇ」「ええのぉ」その笑顔に会いたかったんよ。
「いやあ、負けたのお」「あそこで打たんけえよ」。
主語のない世界がある。

瀬戸内レモンにみかん八朔
焼き牡蠣　たこ天　あなごめし
ラーメン　つけ麺　お好み焼き
汁なし担々麺も　ひろしまの味

いい意味で、東京からいちばん遠い。

時間が止まる海がある
時間が止まる山がある
心に残る景色がある

愛は真心。
恋は下心。
真実の鯉は人生。

そうだ！お好み焼きを食べに行こう！ 広島、サミットやるってよ

｢慌てんとゆっくり行きんさい｣
貴方のその言葉で前を向けました

映画よりかは
こわくないです。

都会と自然のいいとこ取り
ちょうどいい県広島じゃけん

言葉で表せないけど、なんとなく住みたい街。
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まだ知らない広島を、
探しに行こう。

平和を愛する人しか
上陸できない島。

けん、けん、ぱ、けん、けん、ぱ、今日も広島で散歩じゃけん。 大人になるほど、ここがいい。

お好み焼きならうちのばあちゃんやろ！ The 愛Land Sea、ひろしま

私、広島から出て行かんけえ！ ぜんぶに恋できる街じゃけん

みんなの「またね」がずっと続きますように。 都会にも負けず　田舎にも負けず　じょうぶな広島。

"また来んさい。と言われてないのに
また来ました。 " 海はひろしま、おいしいな。

あ！！山！海！街！
海風が運ぶ思い出
一瞬で心に響く

ちょっと足を伸ばしたら、海と山、街にたうけん。 楽しい時も悲しい時もみんな一緒じゃけえね

美味しいものがカープっと食べられる町 この街では、春先まで根拠のない自信も許される。

古いものと旧いもの、新しいもの全部がここにある。 LOVEじゃけん、  広島。

もー！
そんなにお好み焼きほお張っちゃって！！

スポーツ観戦は多世代交流

なんかちょーどいいんよね、広島って。 日本でいちばん「好」のある街。

ココロとヘイワとヒロシマ 仁義しかない

平和の鳥が  唄う街 海も山も美味しいケン

堪能しきれるもんならしてみんちゃい！ これからさらに便利になる広島って恐ろしい

一度来てみんちゃい、ひろしまへ よし、釣り行こう！山登ろう！！世界遺産巡ろう！！！

今、感動できる場所が此処に。
赤色が多いな
広島に帰ってきたな、と思う瞬間

広島は笑顔であふれている 人口12位、面積11位、地元愛たぶん 1位。

勝っても、敗けても、私の味方。 ヒロシマは、世界の誰もが知る街。

ひとりひとりを思い思われる県 牡っ蠣ーーん！！大きいー！キマったぁ！！

心から思う
すき焼きがすきだ！

「藤井風」は許すが、「広島風」は絶対に許さない広島人。

おどれの笑顔が一番嬉しいけん 広島は、戦争のワクチンかもしれない。

笑顔の奥に語らない思いを沈めて、
懸命に生きた人達の背中を知っている

あきの唄
水色の
しま模様

水の都　こいの街
赤く赤く燃えた後
ひろしまの酒で乾杯しよう

東京ほどでは。
大阪ほどでは。
福岡ほどでは。
沖縄ほどでは。

カープにサンフレッチェにドラゴンフライズ
スポーツ満載広島県

なんもとくべつなこたあない。
山があって海があって人がおる、
それだけでええんです。

まんまるのお好み焼きを、
口いっぱいに頬張っている。
そんな君の顔を見るのが、いちばんしあわせ。

「ちょうどいい」が集まった街。

紅葉より、もみじまんじゅう 生活に、いちばん必要なのは平和です。

そばたま３つ、おまち！
親になると、知りたくなる。
子どもを持つと、来たくなる。

Love &Peace、広島が伝えていくけえね！ あったかいのは、気候だけじゃないけん。

ひろーいこころ
ひろーいこころ
ひろーいうみ
ひろーいしま
広島。

ここにずっとおりたいわ

良い塩梅です、広島 広島で、ヒーローしましょ ♪

次は紅葉の頃、
次は鳥居が完成したらってデートの口実をくれてありがとう。

あそこにも、ここにも、
誰かを応援したい人がいる。

ここで休んでいきんさい。
大好き！それしかない
ひろしま。

お好み焼きは「こっち」が本家ですから！ 広島程ええ所は無いじゃろう

ねえ、鯉に恋してみん？ 育て上手。
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平和の鳥が  集う街
広島　大好き。
ヒロシマ　ラブ。
LOVE HIROSHIMA．

私は、この街が好きです。 「過ぎない」ところが、好き過ぎる。

どんな仲間とでも共に戦う赤い鯉 修学旅行の次は、ひとり旅で。

やっぱり広島が一番じゃけぇ
住み心地、東京以上。
食べ心地、大阪以上。

鯉、来い、カープ！！ 広島県　どこもかしこも　いいねボタン 👍

わたしの人生を広島と共に 川の町。緑の町。平和の町。

少し走れば海水浴場スキー場
山に渓谷　温泉宿
夏に冬に自然いっぱい
ひろしまの休日

人情味溢れる街。
広島じゃけー。

お好み焼きに牡蠣にあなごめし
汁なし担々麺も忘れないで
食べに来んさいやグルメの街広島へ

平和を願う100m

君のこと、君の育った町のこと。
もっともっと、知りたいな。

広島、ヒロシマ、廣島、 Hiroshima…。
さあ、今日はどれで行こうかしら？

皆のための平和都市。 口が悪い分、言葉がこわい分、控えめにしとります。

ほどよく田舎、ほどよく都会。ちょうどええ県。 シン・ヒロシマ、工事中！

気がつけば、過ごしてた。

広島を
世界の他の都市に
例えると？

HIROSHIMAかな。

赤の他人とまたハイタッチできる日が来ますように。 今日も誰かが祈っている。

シカと見よ。 まっとるけぇ。いつでも。だれでも。

毎日、牡蠣醬油がかかせません。
ひろしまは、ただの地名じゃない。
人類の使命です。

誰もがから愛される街ひろしまへ！
いろんなことがちょうどいい。
人生の平和がある。

広島が私の初恋でした。
誰がなんと言おうと、
1番、ファーストは広島じゃけ！

幾重にも重なる思い。 なんだかんだ、いちばん落ち着くけぇね

東洋カープにサンフレッチェ
JTサンダースにドラゴンフライズ
いつも一緒　我がチーム

真赤に燃える　広島だから。

初紅葉　染め上げるのは　厳島
お好み焼だけじゃない。
けど、あの匂いはずるい。

いつも何処かで、甘酸っぱい恋の匂いがする やさしい街　強い街　思いやりの街　広島

春の桜に、夏の海、
秋の紅葉に、冬の雪。

君と見たい景色は、
いつだってここにある。

毎日、子どもと晩ご飯を食べます。

え、広島なんでもあるじゃん。
海、山、川、街、広島
丸ごと　ぜんぶ　広島。

そこそこ便利
そこそこ自然
そこそこ広島

おしくて、泣けて、カンパイできる。

みんなの街ヒロシマ 赤いやつらは、だいたい友だち。

旅行に行ってテレビをつけると、野球がやっていた。
「おっ、カープは今日勝ってるのかな」
いそいそと覗き込んだら、やっていたのはカープじゃない試合。
うっかりうっかり、そう呟いてテレビを消すと、
なんだか広島に帰りたくなった。

都道府県と結婚するなら広島じゃない？

山も川も海も、
食べ尽くせるんじゃけぇ広島は。

エモい広島
　映える広島
　　いいね広島
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今日はなんだか疲れちゃったなぁ。
今日はなんだか疲れちゃったなぁ。
そんなことを思いながら帰りの駅へ向かうと、
通りすがりにもみじ饅頭の自販機が見えた。

「これ、こんなところにあったんだ」

興味本位で買って、ぱくりと一口頬張ると。
ふわふわのカステラ生地に、しっとり滑らかな小豆餡。
そうそう、これがいつもの味。

食べ終わると、なんだか明日も頑張れそうな気がした。

広島名物、県民愛です。

ウンマッ！
忘れられん、この牡蠣の味。

たまにゃの、ちいと休んで来んさい。
ちいたあ、ふがええなろうて。

広島って、モノづくりの町だ。
車も、お酒も、食べ物だって。

全部全部、一生懸命に、
顔も知らない誰かに届くように作ってる。

それってすごく、かっこいい。

雲海見ちゃうんかーい！

広島城にあるお堀
に住んでるあの鯉
がたまらなく好き

春までは、ヒマなんです。広島は

広島の魅力って、
そこに住む一人一人が積み上げてきたものだ。

ここにいるとわかる。
平和は守るものじゃなくて、育てるものだってこと。

とにかく平和な広島です。
H“IRO”SHIMA
広島に色を見つけた

海があり、島がある。
川があり、山がある。
みんな、そばにいる。

野球もある。サッカーもある。けん玉もある。

じゃけぇ、ここがええんよ。 なんとなくで30年住める街。

人と人とが繋がる広島
人生には、山があり谷がある。
広島には、海も川も島もある。

広島から、世界へ。
平和の爆弾落とそうぜ！

永遠に、
世界の歴史に生き残るまち。

イヤホンをして、
ぼうっと市電の窓から流れていく景色を眺めるなんてことないこの時間が、
なによりも好きなのです。

ヒーローがすむ。ヒロしま。

誰でも来んさいや！ なんもかんも、ちょうどええ。

かなしみを　よろこびに　かえてくれる笑顔を　忘れずに みんなが笑顔になれば大きな力が出る

あきらめなかった人たちが、
この街をつくってくれた。

やっぱ広島。
　じゃろ。

いい風吹いた！広島だ！ 世界が見ている、世界を見ている。

カープ魂があるじゃろう！ 日本でいちばん、一途な街です。

都会でもない。田舎でもない。ちょうどいい。 全国民、広島からリモートワークしたらいいのにね

やっぱ　好きじゃわ〜　広島。 また来たい！　広島リピート &リツイート

山も海も365日楽しめる街、ひろしま 広島のことが嫌いな人は、他球団のファンくらいだ。

赤紫ゆかり　食もスポーツも
美味しいもん、ふっとあるけ。
食べて帰りんさい。

どこにも負けん、ひろしまけん。 有吉！田中！西村！

この街でなら、きっと芽が出る。 のんびりと急げるまち。

日本ではちょっと地味、世界ではちょっと有名。
80年近く、
「平和」なんて形のない難しいものをよく継承して来てるなあ。

マスクしとっても笑顔じゃけん 島　波　島　橋　島　船　島

住めば、首都より良い 人の湿り気がするイタリア、それがひろしま。

バズらせよう広島！！ 気持ちいい瞬間。広島にはたくさんあります。

おだやかな海
なだらかな山
あたたかな心に包まれて
この広島に生きる

ウチら、
世界からリスペクトだから。

人も自然も程よい距離感で心地よい街、広島 平和って、最高のインフラだ！

広島駅に着くと、帰ってきたなと思う。 ヒロシマが、世界の平和を想ってる。
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街と山と川と海と島。
ちょうどいい広島。

おじいさんは山へ松茸狩りに。
おばあさんは島へ檸檬狩りに。
広島は、うまし、めでたし。

橋から箸まで好きな街 大きからず小さからず、ちょうどいい街広島

何回行っても遊びきれない本通り
ひろしま　最高！
めっちゃ　最高！
やっぱり　最高！

まちがいを繰り返すなと、繰り返し叫び続けるまち。 日帰りなんて、もったいない。

「通勤時間1時間30分くらい」「えええーっ！」 人生はお好み焼き。

～しま〜しま～しま～ また来たい！　まだまだ期待！　旅したい！

広島が好きになる
言葉を考えた。
もう十分好きだから、
思いつかなかった。

広島県には、ジャマイカと同じくらいの人がいる。

おばあちゃんが言う
「お茶でも飲んでいきんちゃい」の
ちゃいが好き。

あら、いいねぇ広島は

リニューアル宮島の鳥居福山城 そんとうなコピー、書きんちゃんなや。

修学旅行だけじゃわからない魅力がある。 いろいろあっても根は陽気。

今日も世界のどこかで戦争している。
私たちは、hiroshima から見ている。

「広島はつまらん」なんて考えながら、今も住んでる。

昔から二刀流です、世界遺産。
広島から、っていうと、
たぶん外国でいちばん
話しかけられるよ。

島と島をつなぐ橋
私とあたなをつなぐ心
ここには、どっちもあるけんね。

世界共通、一目置かれる
出身地。

きんさい、みんさい、わらいんさい。
手拍子に背中を押されるのは、
選手だけじゃないから。

「HIROSHIMA」訳しますと、平和への想い。
こんな時も　あんな時も
いつだって　広島は元気

すきじゃけん、広島。 まとめきれない、個性がある。

こんくらいがちょうどいいんよ。 薄くない、けど、濃すぎない。

あなたの幸せ
しらないたくさんの人が支えている

平和の灯　手のひらに　ともっている

「Hi」から始まる、元気な県です。

どんなときでも、まあ食べんちゃい。 【注意】枕にカープ話から入ると、それだけで会議が終わります。

目を閉じて感じる
広島らしさ

広島弁は、メジャーコード。

ほっこり広島 電車をつければ「ちんちん」と言える街。

歳をとっても、赤が似合う。
平和という天国にいちばん近い島は広島！
山も川も海もある宝島は広島！

今から、広島
　　愛す。

電気、水道、ガス、平和。
海、山、川、平和。
広島って最高だ！

スポーツ観戦が多世代交流 ひと息ついて、生きんちゃい。

みんなのお好み、つまってる。
今日も、明日も、明後日も、
来週も、来年も、来世も、
広島で、会いましょう。

「たちまちビール」で、たちまち仲良し。 ちょうどいい、のその先へ。

ソースが育てた、濃い人たち。 「たちまち」が、この街の合言葉。

離れとっても、心は密よ 一度住みたい、東京。一生住みたい、広島。

広島以外、住めないカラダになっちゃってる お金？大丈夫、最後はたる募金があるけえ。

山あり海あり島々あり　豊かな自然　溢れる広島 ふりかえりながら、ふりかぶっている。

街並みは進化

ココロは深化

世界から問われる広島の真価

「いい街」止まりがそろそろ悲しいです。

広島県内を移動するだけでプチ旅行
流れ着いたら、
ずーっといたくなる島。

広島にいると、写真が上手くなった気がする。 人生の、最初と最後におすすめします。
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観光と言えば、世界遺産と日本遺産と瀬戸内海。
美味しいもの、お好み焼きに牡蠣にもみじ饅頭。
そしてカープ好きには、とても住みやすい広島。

とにかくいいんですよ、人が

白球で紡ぐコイの物語 言葉も気候も暖かい  じゃが意外と冬は寒い

どこ見て回ろう、いろいろあるね 赤と紫が交わる日々


