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ひろしまドリミネーション2014

平和大通り南北緑地帯（平和大橋東詰～田中町交差点）、元安川左岸、アリスガーデン、東新天地公共広場ほか
2014年11月17日～2015年1月3日 点灯時間17:30～22:30

問い合わせ先　ひろしまライトアップ事業実行委員会事務局事業推進本部
　　　　　　　（公益財団法人広島観光コンベンションビューロー内）
　　　　　　　TEL 082-247-6805  FAX 082-247-6917
　　　　　　　公式URL http://www.dreamination.com

（写真：2013年のものです）
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東南アジア最大級の旅行博に初出展
　8 月 14 日 ( 木 ) ～ 17 日 ( 日 ) にタイ・バンコクで
開 催 さ れ た「Thai International Travel Fair #15 
(TITF)」に広島県とともに出展しました。TITF は毎年
2 回バンコクで開催されている東南アジア最大級の旅行
博で、経済力向上や日本政府の観光ビザ免除等により、
近年訪日旅行客が急増しているタイからの来広観光客誘
致を図るため、当ビューローは今回初めて出展し、広島
の観光 PR を行いました。

タイ語パンフレット・観光DVDで広島をＰＲ
　展示会場では、ブースに嚴島神社の大鳥居の写真や原
爆ドームの大型バックパネルを設置し、視覚的に広島の
観光素材の紹介を行いました。また、パネルの前で一
緒に写真を撮ってもらえるようにし、好評を得ました。
TITF に合わせ、タイ語の観光パンフレットや観光 DVD
を作成し、ノベルティグッズと併せて配布して広島の

•神楽等伝統芸能の上演
　―日本文化を身近に体験―
　当ビューローでは、一定の基準を満たす国際会議に対

して、外国人観
光 客 に 人 気 の
高い「神楽」な
ど、伝統芸能の
上 演 を 提 供 し
ています。レセ
プ シ ョ ン 等 で
の プ ラ イ ベ ー
ト 上 演 と な る
ため、間近で鑑
賞し、自由に写

真撮影をしていただくことができます。海外からの参加
者に特に好評で、主催者の皆様に大変喜んでいただいて
います。

• おもてなし交流プログラム
　―地元の小学生や市民との一期一会―
    今年 2 月の「観光・コンベンションセミナー」で、コー
ディネーターのポール・ウォルシュ広島経済大学助教が、

「地元の人と交流することが、海外からの来訪者にとっ
て非常に大きな意味を持つ」ことを強調しておられまし
たが、当ビューローでは、国際会議の参加者が広島の小
学生や市民と交流しながら日本文化を体験する一期一会
のプログラムをコーディネートしています。広島市内の
小学校や地元の団体が中心になって実施するこのプログ
ラムは、小学校を会場に、校内にある平和資料館を小学
生の案内で見学し、市民ボランティアも加わって茶道・

8 月 14日〜 17日　タイ・バンコク
Thai�International�Travel�Fair�#15�(TITF）に出展しました！� 観光

観光・コンベンション ＴＯＰＩＣＳ
　当ビューローでは、広島で開催される国際会議を成功に導き、主催者、参加者双方に満足していただくため、会場の
ご相談や早期予約などの支援に加えて、広島ならではのユニークなサービスを提供しています。（サービスの利用にあ
たっては、参加人数や参加国数など基準があるものがあります。）

問い合わせ先　観光振興部　観光案内・交流担当
　　　　　　　TEL 0８２-２４７-６91６

問い合わせ先　コンベンション振興部
　　　　　　　TEL 0８２-２４４-４８5３子ども連れの来場者も多く、会場は活気に満ちていました

観光 PR を行い、準備した 2,300 部のタイ
語パンフレット全てが会期中になくなりま
した。また、㈱にしき堂ご提供の生もみじ
を配布して、広島銘菓の紹介も行いました。
お好み焼きやかきなどのグルメに加え、広
島市内から宮島へのアクセスや宿泊につい
てなどの質問が多くありました。

世界遺産、グルメ、サイクリング
　日本政府観光客 (JNTO) 主催の商談会にも参加し、現
地旅行会社及びメディア 14 社との商談を行い、世界遺
産などの見どころ、世界遺産航路、グルメ等広島市内及
び近郊の観光素材を紹介しました。商談に当たっては、
当ビューローが今年度新たに設立した「MICE・インバ
ウンド広島ネットワーク」に参加の企業・団体からの、
タイ語版・英語版の施設紹介のパンフレットを併せて提
供し、PR を行いました。タイ人は健康志向が強いとの
ことで、サイクリングについての問い合わせも多くあり
ました。サイクリングは、20 代～ 50 代くらいまでの
年齢層に特に人気があるようです。現地の旅行会社から
は、「これまであまり広島の情報がなく、ツアーが作り
にくかったが、今後広島を含むツアーの造成を考えたい」
との声が聞かれました。

　今回は世界遺産、グルメ、紅葉などの自然への関心が
高かったですが、今後もさまざまな新しい素材を紹介し、
広島への誘客を図っていきたいと考えています。

書道や日本古来の遊びなどを体験する「おもてなし交流
プログラム」です。
　今年 5 月に広島女学院をホスト校として開催された

「メソジスト関係学校国際同盟世界大会 2014」の参加
者の中から、約 70 人にこのプログラムにご参加いた
だき、「子どもたちの笑顔が素晴らしい」、「初めて日
本の文化に触れたが本当に楽しかった」と喜ばれまし
た。11 月に全世界から 1 万人が参加して開催される

「Jazzercise Live Hiroshima 2014」でもこのプログラ
ムを提供します。

　このほか、当ビューローでは、
・広島観光親善大使の派遣
・英語ボランティアの派遣
など、主催者のニーズに合わせたサービスをご希望に合
わせてオーダーメイドで提供しています。広島で国際会
議・イベントの開催をご検討の際は、ぜひ当ビューロー
にご相談ください。

人気演目の「八岐大蛇（やまたのおろち）」上演の様子
（2014 年 5 月 20 日　「IPEC -Hiroshima 2014」）

広島市中区の本川小学校で行われた「おもてなし交流プログラム」
(2014 年 5 月 26 日「メソジスト関係学校国際同盟世界大会 2014」）
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アルパーク西棟 4F

ミツワミツワ
新製品ゆずゆずゆずソースソースソース

※詳細は右記までご連絡下さい

原料のこだわり
新鮮な柚子果汁

蜂蜜・藻塩
ノンオイル

カラメル色素・香料不使用

新鮮な柚子果汁

蜂蜜・藻塩
ノンオイル

カラメル色素・香料不使用

新鮮な柚子果汁

蜂蜜・藻塩
ノンオイル

カラメル色素・香料不使用

和食にも洋食にも合います。

HIROSHIMA KANKO CONVENTION
広告枠（93mm×60mm）

■開催日／平成26（2014）年10月4日（土）・
　　　　　5日（日）
■会　場／アステールプラザ
●問い合わせ先
　第 64 回日本歯科理工学会学術講演会準備委員会
　〒734-8553　広島市南区霞 1-2-3
　広島大学大学院医歯薬保健学研究院内
　TEL 082-257-5648　FAX 082-257-5649
　E-mail jdmc64@hiroshima-u.ac.jp
　URL http://www.jsdmd.jp/

■開催日／平成26（2014）年10月22日（水）～24日（金）
■会　場／広島県立総合体育館、広島国際会議場、
　　　　　広島市文化交流会館、アステールプラザ
■参加費／一般12,900円（税込）、中災防賛助会員6,400円（税込）
●問い合わせ先
　中央労働災害防止協会　教育推進部企画課
　〒108-0014　東京都港区芝5-35-1
　TEL 03-3452-6402　FAX 03-5443-1019
　E-Mail taikai@jisha.or.jp
　URL http://www.jisha.or.jp/taikai/index.html

日本歯科理工学会は、歯科治療に用いら
れる人工材料、治療用器械、歯科技術に関
する学術の発展に寄与することを目的とし
て活動を続けています。本学術講演会には、
全国から約 400 名の研究者が集い、最新
の研究成果に関する研究発表を行います。
また、歯科における診断技術の重要性や、
次世代型治療技術としての再生医療に焦点
を当てた特別講演会を開催します。詳しく
は学会ホームページをご覧ください。

「安全と健康を守るこれからの人づくり」
をテーマに、働く人の安全・健康を守る活動
に携わっている人たちの発表、交流の場であ
る全国産業安全衛生大会を広島で開催いたし
ます。元マラソンランナーの有森裕子氏の特
別講演や労働災害防止に関する事業場の研
究発表、パネルディスカッション、人材育成
に関する講演など多彩なプログラムを予定し
ています。安全衛生の第一線で活躍されてい
る多数の方々のご参加をお待ちしております。

第64回日本歯科理工学会学術講演会 第73回全国産業安全衛生大会2014 in 広島

■開催日／平成26（2014）年10月29日（水）
　　　　　～31日（金）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第38回日本血液事業学会総会事務局
　〒730-0052　広島市中区千田町2-5-5
　日本赤十字社中四国ブロック血液センター内
　TEL 082-241-1611　FAX 082-241-1511
　E-mail cjbp@csk.bbc.jrc.or.jp
　URL http://38jbp.org/

本総会は、血液事業に関する学術的研究を
行うとともに、知識と技術の向上を図り、もっ
て血液事業の推進発展を期することを目的と
しています。第38回総会テーマは「明日へ
の進化−地方からの挑戦−」。血液事業にお
ける各地方の様々な挑戦を発表してほしいと
願っています。血液事業における重要な役割
を担うことができるような内容を企画しまし
た。詳しくは総会ウェブサイトをご覧くださ
い。

第38回日本血液事業学会総会
■開催日／平成26（2014）年10月11日（土）・
　　　　　12日（日）
■会　場／広島産業会館西展示館
　　　　　（広島市南区比治山本町16-31）
●問い合わせ先
　ひろしま住宅・建築フェスティバル実行委員会事務局
　〒730-0052　広島市中区千田町3丁目1-10
　コーポ千田町3F　広島県建築士会広島支部内
　TEL 082-244-6836　FAX 082-244-6836
　E-mail info@shikai-hiro.jp
　URL http://www.shikai-hiro.jp/

「ひろしまの風土・文化・環境に配慮し
たこれからの住まいづくり」をテーマに、
建築士の活動の発表や魅力ある「住まい」
に係わる企業・団体の展示などを行います。
また、建築家 三分一博志氏による建築セ
ミナー、ミニ畳づくり体験、女性建築士に
よる住宅相談、地震の疑似体験など、盛り
沢山の企画となっております。子どもから
大人まで楽しみながら、これからの住まい
づくりを一緒に考えてみませんか。皆様の
来場をお待ちしております。

ひろしま住宅・建築フェスティバル2014

実行委員会
委員長　生田　文雄

（　　　　　　　　　　　　）日本赤十字社中四国ブロック
血液センター所長

第３８回日本血液事業学会総会長
土肥　博雄

■開催日／平成26（2014）年11月1日（土）・
　　　　　 2日（日）
■会　場／広島国際会議場
　　　　　広島YMCA国際文化センタ―
●問い合わせ先
　第34回全国クレサラ・生活再建問題被害者
　交流集会in広島実行委員会
　〒730-0012 広島市中区上八丁堀8-8   9階
　ひかり総合法律事務所内
　弁護士　戸田 慶吾
　TEL  082-228-3637　FAX  082-228-3648

本交流集会は、1981年からクレジット・サラ金被害者の救済、
被害の根絶を目指して、被害者と学者・弁護士・司法書士・消費生
活相談員などが一堂に会し、開催してきました。そして、今年度か
らは、クレジット、サラ金の問題だけではなく、広く「生活再建」
に取り組もうとしています。これまでの闘いとその成果を確認し、
これまで自己責任論と闘い続けてきた私たちだからこそできる生活
再建、社会保障の分野への取り組みをしていこうという思いをこめ
て、テーマを「権利としての社会保障の確立～私たちの取り組みの
成果と今後の役割～」と題し、今年度の交流集会を開催いたします。

第34回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会 in 広島

■開催日／平成26（2014）年10月11日（土）・
　　　　　12日（日）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第40回日本体外循環技術医学会大会事務局
　〒734-8551　広島市南区霞1-2-3
　広島大学病院ME機器管理室内
　TEL 082-257-5158　FAX 082-257-5158
　E-mail jasect14371l@jasect.jp
　URL http://www.convention-w.jp/40thjasect-sp/index.html

日本体外循環技術医学会（JaSECT）は、
心臓血管外科や集中治療領域などの診療に
は欠かせない体外循環技術に関連する研究
の進歩ならびに普及を図り、これを通じて学
術文化の向上、医療の進歩発展に寄与する
ことを目的とした学術団体です。40周年の節
目を迎え，広島市では初めて学術大会を開催
することになりました。本記念大会では、海
外から多くの研究者をお招きし、世界の体外
循環を知るプログラムを多く予定しています。

第40回日本体外循環技術医学会大会　40th JaSECT

（純真学園大学准教授）
大会長　伊藤　英史

各種お弁当も
承ります。
広島名物

中区榎町10-23
FAX292ー8142 
E-Mail:musashi@musubiｰmusashi.co.jp

☎291‐6  3  4  0

国際会議場から徒歩10分
３４０席

写真は
1‚620円です
内容は季節に
より変わります。

参加者でにぎわう総合集会
（過去の大会の模様）

大会長　加藤　功一

（  　　　　　　　　　　　）広島大学大学院
医歯薬保健学研究院教授



新しいパンフレットができました　―「ひろしまにおいでよ」―
　この度、国内外での各種ＰＲ活動に使用するパンフレットを全面改訂し、新
たに「ひろしまにおいでよ」が完成しました。（Ａ４サイズ ８ページ、日本語
版・英語版）
　「２つの世界遺産」や市内外の観光名所、グルメやイベントなど、広島の魅
力をビジュアル満載で紹介しています。
　県外や海外での配布用としてご要望がありましたら、担当までお問い合わせ
ください。

新パンフレット「ひろしまにおいでよ」
「２つの世界遺産」（原爆ドームと嚴島神社）
を見開きで紹介しています
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■開催日／平成26（2014）年11月8日（土）・
　　　　　9日（日）
■会　場／広島大学東広島キャンパス
●問い合わせ先
　広島大学大学院工学研究院
　生産システム工学研究室
　〒739-8527　東広島市鏡山1-4-1
　TEL 082-424-7705, 7704
　FAX 082-422-7024
　URL http://www.jimanet.jp/activities/meeting

日本経営工学会は、1951年の設立以来、
経営工学の進歩発展に関係する事業を促進
し、学術、文化の発展に寄与することを目的
として活動している学会です。今回の大会で
は、“アジア発グローバリゼーションと経営
工学”をテーマとして、マツダ㈱の取組みを
紹介する特別講演をはじめ、基調講演、研究
発表、工場見学会などを予定しています。ま
た、日韓台の研究者による第１回東アジアIE
ワークショップも同時開催の予定です。

副会長・大会組織委員長
髙橋　勝彦

（広島大学大学院工学研究院教授）

Jazzercise Live Hiroshima 2014
■開催日／平成26(2014)年11月22日(土）
　　　　　～24日(月・振替休日)
■会　場／旧広島市民球場跡地(中央公園)、
　　　　　広島県立総合体育館
●問い合わせ先
　Jazzercise Live Hiroshima 2014 組織委員会
　〒140-0002  東京都品川区東品川4-10-1
　コナミスポーツ＆ライフ ジャザサイズ･ジャパン内
　TEL 03-3746-5714　FAX 03-5460-1711
　E-mail jazzercise@konami.com
　URL http://www.jazzercise.jp/hiroshimalive/

アメリカ発祥のダンスフィットネスプログ
ラム「ジャザサイズ」の史上最大の国際コン
ベンションを、日本のしかも平和都市広島の
地で開催できる事を、心より感謝申し上げま
す。日本全国を始め世界からジャザサイズの
愛好家1万人が集結し、世界遺産・原爆ドー
ムを前にジャザサイズを楽しみます。最終日
の11月24日は広島市内の小学生向けのクラ
スなど一般の方も楽しめる公開プログラムも
予定しています。皆様も是非ご参加下さい。

■開催日／平成26（2014）年11月23日（日・祝）・
　　　　　24日（月・振替休日）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第8回日本薬局学会学術総会運営準備室
　〒460-0003　名古屋市中区錦3-6-35
　名古屋郵船ビル4F　日本コンベンション
　サービス株式会社中部支社内（安治、沖垣）
　TEL 052-957-2131　FAX 052-954-2355
　E-mail psj8@convention.co.jp
　URL http://www.ps-japan.org/forum2014/

本総会は一般社団法人日本薬局学会が毎
年開催する学術総会であり、全国の保険薬
局の従事者による研究成果の発表・討論を
行い、人的交流を行う事を目的としており
ます。本総会のテーマは「今果たすべき保
険薬局の使命　地域医療の実践～平和宣言
都市広島からの決意～」です。11月23日
（日）の午後には市民の方を対象とした公
開講座も予定しております。詳細は学会
ホームページをご覧ください。

第8回日本薬局学会学術総会

会長　武田　宏

日本経営工学会2014年秋季大会および第1回東アジアIEワークショップ
（The 1st East Asia Workshop on Industrial Engineering）

名　　　称 会　　　場 会　　期
国内
参加者
（人）

海外
参加者
（人）

参加
国数

第 ８ 回広島大学ホームカミングデー（2014年） 広島大学東広島キャンパス 11月 1 日 5,000 0 1

第34回全国クレサラ･生活再建問題被害者交流集会in広島 広島国際会議場
広島YMCA国際文化センタ― 11月 1 日・ 2 日 700 0 1

インターネットコンファレンス2014 アステールプラザ 11月 4 日・ 5 日 600 0 1
APIフェローシップ2014 リーガロイヤルホテル広島 11月 7 日～17日 130 70 ８
日本経営工学会2014年秋季大会 広島大学東広島キャンパス 11月 ８ 日・ ９ 日 220 30 3
第53回日本薬学会・日本薬剤師会・
日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会 広島国際会議場 11月 ８ 日・ ９ 日 1,500 0 1

第47回中国・四国整形外科学会 しまなみ交流館
グリーンヒルホテル尾道 11月 ８ 日・ ９ 日 600 0 1

ユニタール公開セッション 広島国際会議場 11月12日 60 7８ 7
第８5回日本交通医学会関西地方会 ホテルグランヴィア広島 11月15日 ９00 0 1
2014年度日本都市計画学会学術研究論文発表会 近畿大学工学部 11月15日・16日 500 0 1
第11回C型肝炎臨床と基礎
The 11th Single Topic Conference ホテルグランヴィア広島 11月20日・21日 150 50 10

Jazzercise Live Hiroshima 2014
広島市中央公園

（旧広島市民球場跡地）、
広島県立総合体育館ほか

11月22日～24日 ９,000 1,000 10

2014アジア山岳連盟（UAAA）総会／
創立20周年記念式典「広島山岳平和祭」

広島市平和記念公園周辺
廿日市市宮島町 11月22日～26日 300 100 20

第 ８ 回日本薬局学会学術総会 広島国際会議場 11月23日・24日 1,500 0 1
第102回日本消化器病学会中国支部例会／
第113回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 広島国際会議場 11月2９日・30日 700 0 1

平成26年度「子ども・子育て支援新制度フォーラム」 アステールプラザ 11月30日 500 0 1
第31回同和問題に取り組む全国企業連絡会全国集会

「広島大会」 アステールプラザ 12月 5 日 1,000 0 1

第 7 回日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会 広島県情報プラザ 12月 6 日 500 0 1
ヒューマンフェスタ2014　ひろしま NTTクレドホールほか 12月 7 日 17,000 0 1
The 4 D Nucleome 2014 安芸グランドホテル 12月17日～20日 ８0 20 5
2014年度日本認知症ケア学会中国・四国地域大会 JAビル 1 月1８日 ８00 0 1

コンベンションカレンダー［平成26（2014）年11月～
　　　　　平成27（2015）年1月］

●会議

2014アジア山岳連盟（UAAA）総会／創立20周年記念式典「広島山岳平和祭」
■開催日／平成26（2014）年11月22日（土）
　　　　　～26日（水）
■会　場／広島市平和記念公園周辺
　　　　　廿日市市宮島町
●問い合わせ先
　一般社団法人　広島県山岳連盟
　〒733-0011　広島市西区横川町2-4-17
　TEL 082-296-5597　FAX 082-296-5597
　（受付時間：月～金13：00～18：00）
　E-mail hgakuren@lime.ocn.ne.jp
　URL http://hiroshima-gakuren.or.jp/

世界最高峰の山々を有するアジア各国の山
岳関係者と日本の山岳関係者の代表が広島
に集い、今後の登山のあり方、山岳自然保護
などについて討議し、親睦を深める4日間の
プログラムです。世界の山を愛する仲間より、
平和都市広島での開催を希望する声を受け、
満を持しての実現です。24日の宮島弥山登
山では参加者一同いい汗をかきたいと思いま
す。全プログラムにおいて一般参加が可能で
す。皆様のおいでを心よりお待ちしています。

広島県山岳連盟
会長　京オ　昭

問い合わせ先　観光振興部　観光案内・交流担当
　　　　　　　TEL 0８２-２４７-６91６

昨年 10 月に広島で開催されたジャザ
サイズ・ジャパン主催のイベントでダ
ンスを楽しむ参加者
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　「広島城大菊花展」と「ひろしまフードフェスティバル」を、今年も広島城で同時開催します。特作花壇「三段峡 秋彩（あ
きいろ）」をはじめ、広島市菊友会の皆さんが丹精込めて育てた菊の花約２千鉢を鑑賞した後は、「地産地消」をテーマに
広島県内の海の幸、山の幸など名産品・特産品を一堂に集めた食の祭典「ひろしまフードフェスティバル」で、広島の食
欲の秋を満喫してください。

広島城大菊花展
　　⃝期　　　　間　10月２5日（土）～11月 9 日（日）　10：00～1６：３0
　　　　　　　　　　 ただし、初日（10月２5日）は10：３0から開会式、10月２5日・２６日は
                              1７：00まで、最終日（11月 9 日）は1６：00までです。
　　⃝場　　　　所　広島城二の丸、三の丸
　　⃝問い合わせ先　広島祭委員会事務局事業推進本部（当ビューロー観光振興部内）
　　　　　　　　　　TEL 0８２-２４７-６８05   E-mail  kankou- ２ @hiroshima-navi.or.jp

ひろしまフードフェスティバル
　　⃝期　　　　間　10月２5日（土）・２６日（日）　10：00～1７：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２5日（土）は広島城広場のみ２0：00まで。
　　⃝場　　　　所　広島城とその周辺、広島市中央公園の一部
　　⃝問い合わせ先　ひろしまフードフェスティバル実行委員会事務局（中国放送事業部内）
　　　　　　　　　　TEL 0８２-２２２-11３３   （問い合わせ時間：平日 10:00 ～ 1７:00）

　7月26日の「２０１４広島みなと 夢 花火大会」オープニングセレモニーで、広島観光親善大使の交代式が行われ、関
本 梨央さん、松岡 麻由さん、吉田 なぎささんが「２０１４広島観光親善大使」に就任しました。

（左から）

関本 　梨央（せきもと りお）さん（２３）

　

松岡 　麻由（まつおか まゆ）さん（２０）

吉田 なぎさ（よしだ なぎさ）さん（２７）

ブログと FACEBOOKで情報発信
　親善訪問や観光ＰＲなどで活躍中の関本さん、松岡さん、吉田さんの活動の様子はブログ「こんに
ちは！広島観光親善大使です。」でご紹介しています。また広島観光親善大使の FACEBOOK ページ
では、3 人がフレッシュな視点で広島の旬な情報を随時発信しています。ぜひ皆様からの「いいね！」
で応援してください。
「広島観光ＰＲ大使」もどうぞよろしく
　交代式をもって退任した「２０１３広島観光親善大使」の西田 梨奈さん、森本 愛美さん、吉山 紗
彩さんをはじめ、広島観光親善大使経験者が「広島観光ＰＲ大使」として FACEBOOK で情報発信
しています。こちらも応援をよろしくお願いします。
　当ビューローでは、観光振興事業及び観光に関連するイベント等に、広島観光親善大使を派遣して
います。詳しいことは観光振興部までお問い合わせください。

広島城大菊花展／ひろしまフードフェスティバル
１０月２５日（土）・２６日（日）�広島城（広島城大菊花展は11月9日（日）まで開催）

問い合わせ先　観光振興部　観光案内・交流担当 TEL 0８２-２４７-６91６

豪華絢爛な特作花壇は見応え十分
（写真は昨年のもの）

広島の秋の味覚を求める人でに
ぎわうひろしまフードフェス
ティバル（写真は昨年のもの）

　趣味・特技：ダンス、旅行
　責任と誇りをもち、精一杯活動していきます。

　趣味・特技： 旅行、ピアノ、サッカー観戦
　明るく元気に広島をPRしていきます！

　趣味・特技：和装着付
　全ての出会いを大切に、成長して行きたいです。

広島観光 PR大使

広島観光親善大使

FACEBOOKページ
へはこちらから


