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2015広島みなと 夢 花火大会 ～花火ミュージアム～
7月25日（土） 広島港１万トンバース
(雨天決行。延期の場合は翌26日（日））

19：00～ 開会式　広島観光親善大使交代式
20：00～ 花火大会
※駐車場はありませんので、ご来場の場合は公共交通機関をご利用ください。
※雑踏事故防止のため、下のとおり入場制限を行いますので、
　ご理解とご協力をお願いします。
※ドローン等での飛行、撮影はお断りいたします。

写真は昨年のものです

　雑踏事故防止のため、中央物揚場及び1万トンバース（協賛
者席を除く。）での花火観覧については、右記のとおり入場を制
限いたしますので、ご協力ください。

■発行・編集■
公益財団法人 広島観光コンベンションビューロー
〒730-0811 広島市中区中島町1番5号（広島国際会議場3階）
TEL 082-244-6156　FAX 082-244-6138
E-mail hcvb@hiroshima-navi.or.jp
ホームページ
　http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb/
観光サイト ひろしまナビゲーター
　http://www.hiroshima-navi.or.jp
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　国際会議の誘致促進や、2020年の東京オリンピック開催を見据え、今後増大が予想されるイスラム圏からの来広客へ
のおもてなしの一環として、イスラム圏の方に安心して広島のお土産品を購入していただけるよう、広島県観光土産品協
議会及び広島県菓子工業組合の会員等を対象に*ハラル認証取得に係る研修会を開催します。きびだんごなど8商品に対し
て昨年12月に業界初のハラル認証を取得した、岡山県の株式会社廣榮堂取締役営業本部長 伊藤  平 氏を講師にお招きし、
認証取得の経緯、苦労したことなどの事例を紹介していただきます。
*ハラル認証とは：食物等が「イスラムが認定する適正な方法で処理・加工・保管・運搬された食品」であるという第三者機関から
の認証のこと。
開催日時　平成27（2015）年7月15日（水）14:00 〜 16:00
開催場所　合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ）北棟5階研修室
講　　師　伊藤　平　氏（株式会社廣榮堂　取締役営業本部長）
主　　催　広島県観光土産品協議会、広島県菓子工業組合、広島県、広島市、広島商工会議所
　　　　　（公財）広島観光コンベンションビューロー
定　　員　180人（定員になり次第締め切り）
参 加 費　無料
問い合わせ　（公財）広島観光コンベンションビューロー　企画総務部　TEL 082-244-6156

　5月19日から3日間、ドイツ・フランクフルトで開催された、
来場者約9,000人を誇る世界最大規模の国際コンベンショント
レーショー 「ＩＭＥＸ2015」の日本ブース内に昨年に引き続き出
展し、欧米をはじめ中国など世界各国から訪れたバイヤー（MICE
主催者）と商談を行いました。
　初日には日本ブース出展者によるプレゼンテーションに参加し
ました。広島といえば「原爆」「平和」を思い浮かべる人が多いので、
それ以外の多彩な面を努めて紹介しました。MICE施設がコンパ
クトにまとまった機能性のほか、世界にも類を見ない景観美の瀬
戸内海や、欧米で人気の高い自転車やハイキングなど自然に親し
むアクティビティーについては特に反響が大きく、実際の反応を
見てバイヤーの好みの傾向を把握できたことも大きな収穫でした。
　今回の商談相手に対して継続して誘致活動を行い、広島開催に
つなげてまいります。　

観光・コンベンション ＴＯＰＩＣＳ
　ハラル認証取得に向けて研修会を開催� コンベンション

　ＩＭＥＸ2015�（フランクフルト）に出展しました� コンベンション

▲海を見ながらのサイクリングについては特に
多くの問いあわせを受けました。

▲宮島の弥
山から望む

瀬戸内海内
海の

多島美も大
変好評でし

た。

▲広島ブースの様子

▲フロアの様子� ©IMEX
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　当ビューローでは、2ページのIMEX2015などの海外コンベンショントレードショーをはじめ、機会をとらえて国
際会議の誘致に取り組んでおり、多くの会議の広島開催が続々決定しています。

　今後とも国際会議の広島開催のために、誘致活動に力を入れていきます。

最近広島開催が決定した国際会議

開催日 会議名 参加者数
（人） 概要

2015.11.30
 〜12.2

13th World Telecommunication ICT 
Indicators Symposium（WTIS）
（第13回ITU世界電気通信／
 ICT指標シンポジウム）

350
（70か国）

電気通信に関する国際連合の専門機関であるITU（国
際電気通信連合）が年1回主催し、約70か国から各
国のICT担当大臣、ICT政策所管官庁の責任者、民間
企業の最高経営責任者、統計の専門家が参加する重
要な国際シンポジウムです。

2016.10.24
 〜27

International Sumposium on Extreme 
Ultraviolet Lithography
（EUVLシンポジウム2016）

300
(10か国）

半導体リソグラフィーの次世代技術EUVLについて議
論する国際シンポジウムです。

2017.1.7
 〜9 第10回フットボールカンファレンス 1,500

(20か国）
日本サッカー協会（JFL)が主催するJFL有指導資格者
の会議で、海外からも多数参加する国際会議です。

　国際会議等の広島開催が続々決定 !!� コンベンション

　広島湾ナイトクルージング��� 観光

　今夏も広島の宝である瀬戸内海の魅力を生かした「広島湾ナイトクルージング」で、
瀬戸内海の夕景と広島湾沿岸のライトアップをお楽しみください。

実施期間　平成27（2015）年7月19日（日）〜 9月30日（水）の74日間
航　　路　9航路
　　　　　 ディナー付の豪華クルージングからワンコインで楽しめる手軽なクルー

ジングまで、目的や予算等に応じて楽しめます。詳細は広島市観光サイ
ト「ひろしまナビゲーター」（www.hiroshima-navi.or.jp）、または広島市
観光案内所や、旅行代理店等で配布しているチラシ（左）をご覧ください。

実施主体　広島湾ナイトクルージング実行委員会 
　　　　　（事務局　（公財）広島観光コンベンションビューロー）
問い合わせ　HPもしくはチラシに記載された各運航会社へお願いします。

　2015広島観光親善大使決定！� 観光

　広島の魅力を国内外にＰＲする「2015広島観光親善大使」は、6
月10日（水）の最終審査の結果、坂田 奈々子（さかた ななこ）さん、川
﨑 萌奈（かわさき もえな）さん、山下 理恵（やました りえ）さんに決
定しました。3人は7月25日（土）の「広島みなと 夢 花火大会」のオー
プニングセレモニーで交代式を行い、その後1年にわたって、観光
キャンペーン、観光に関連した各種行事への参加や、国内外の都市へ
の親善訪問などを通じて、広島のさらなるイメージアップに取り組ん
でいきます。
　当ビューローでは広島の観光振興事業および観光に関するキャン
ペーンやイベント等に広島観光親善大使を派遣しています。広島観光
親善大使による式典（イベント）の補助、国内外での観光ＰＲをご希望
の方は、観光振興部（TEL 082-247-6916）までお問い合わせくださ
い。

▲（左から）坂田�奈々子さん、川﨑�萌奈さん、
山下�理恵さん
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■開催日／平成27（2015）年8月8日（土）・9日（日）
■会　場／ＪＭＳアステールプラザ
●問い合わせ先
　第50回記念文芸研広島大会事務局　佐々木智治
　〒731-0103　広島市安佐南区緑井6-37-24
　TEL/FAX 082-877-3532
　E-mail ssktm2015@ab.auone-net.jp 
　URL（文芸研HP）http://www5.synapse.ne.jp/heart/

　私たちは全国の幼・小・中・高の教師で
「子どもたちにどんなものの見方・考え方
や人間観・世界観を育てるか」を研究し実
践している民間教育団体です。第50回記
念広島大会は「美と真実、平和を求めて」
をテーマとし、記念講演に小出裕章さん、
長谷川義史さんをお招きします。分科会で
は、小学校全学年と中学校の文芸教材及び
説明文教材の授業記録などを提案します。
明日からの実践に役立つ内容ですのでぜひ
多数ご参加ください。

第50回記念文芸研広島大会

会長　西郷竹彦
（文芸学者）

■開催日／平成27（2015）年8月22日（土）・23日（日）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第41回学術集会事務局
　〒734-8551 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
　基礎看護開発学研究室
　TEL 082-257-5355（内線6326）
　E-Mail jsnr41@hiroshima-u.ac.jp
　URL http://jsnr41.jp

　日本の看護の特質と知を検証し広く発信す
るべく、研究・教育・臨地臨床分野の看護職
はもとより看護に関心を寄せる多様な学問領
域や職種の者が一堂に会し、基調講演の下に
活発な研究成果発表と意見交換をいたしま
す。看護活動や研究に資する特別講演等のほ
かに、19年ぶりの開催地広島の特徴を活か
した講演、日々のくらしに密着した講演も行
いますので、会員の皆様は勿論のこと、広く
一般の皆様のご参加もお待ちしております。

一般社団法人 日本看護研究学会　第41回学術集会

会長　宮腰由紀子
（広島大学大学院

医歯薬保健学研究院教授）

■開催日／平成27（2015）年8月1日（土）・2日（日）
　　　　　10時開演　17時終演予定
■会　場／広島文化学園HBGホール
●問い合わせ先
　全日本合唱連盟「2015こどもコーラス係」　　　
　TEL 03-5540-7813
　広島県合唱連盟事務局
　TEL 080-1913-5943

　被爆70周年を迎える広島市で、2日
間にわたり、東北から九州までの国内
16団体とロシア、台湾からの2団体が
参加し、地球の未来を担うこどもたち
の「平和への想いと希望」を高らかに
歌い上げます。一般公開は8月2日（日）
です。各団持参の千羽鶴を携えての入
場行進に続き、各団の演奏とアトリエ
の合同演奏、フィナーレは全員合唱で、
「讃歌 未来へ」を初演します。

2015こどもコーラス・フェスティバルinひろしま

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

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。



Vol.99 JUL.2015

5

■開催日／平成27（2015）年9月5日（土）
■会　場／広島県JAビル
●問い合わせ先
　ペーシング治療研究会事務局：
　愛知医科大学循環器内科
　事務局長　福田元敬
　〒480-1195　愛知県長久手市岩作雁又1-1
　TEL 0561-62-3311　FAX 0561-63-8482
　E-mail web_master@pacing.office.to
　URL http://pacing.kenkyuukai.jp/

　ペーシング治療研究会は、治療
に携わる医師および医療関係従事
者による、ペーシングに関する基
礎的・臨床的研究と新たな情報の
習得を目的とした研究会です。第
49回は「Back to the Basic」を
テーマに、医師、看護師、臨床工
学技士の各セッションで様々な企
画を予定しており、皆様のご参加
をお待ちしています。

第49回ペーシング治療研究会

原　幹
（国立病院機構東広島
医療センター循環器科）

岡本　陽地
（倉敷中央病院循環器内科）

■開催日／平成27（2015）年9月8日（火）〜
　　　　　10日（木）、12日（土）・13日（日）
■会　場／広島県立総合体育館
　　　　　（グリーンアリーナ）
■主　管／  FIVBワールドカップ2015実行委員会

（一財）広島県バレーボール協会
●問い合わせ先
　（一財）広島県バレーボール協会
　広島市中区基町4-1 （公財）広島県体育協会内
　TEL 082-228-0224　FAX 082-224-2210
　Ｅ-mail office001@hva.or.jp　

　本大会は、国際バレーボール連盟が主催
する五輪・世界選手権と並ぶ３大公式大会
で４年に一度開催され、上位２チームに、
2016年リオデジャネイロ五輪の出場権が
与えられます。その男子大会の開幕試合
を、広島で開催します。広島県・広島市の
2020東京五輪開催に伴う取組みに賛同し、
平和都市広島での開催を通して世界にメッ
セージを発信する大会ととらえています。
　この機会に会場で世界最高峰のプレーを
ぜひ体感して下さい。

FIVBワールドカップバレーボール2015　男子広島大会

（一財）広島県バレーボール協会
会長　重野　陽一

■開催日／平成27（2015）年9月5日（土）・6日（日）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　日本臨床発達心理士会
　第11回全国大会準備委員会
　〒734-8558　広島市南区宇品東1-1-71
　県立広島大学人間文化学部　猪木省三
　（日本臨床発達心理士会中国・四国支部支部長）
　TEL 082-251-9829　FAX 082-251-9405 
　E-mail jacdp2015@jocdpcs.org  
　URL http://www.jacdp.jp/congress/

　本会は、発達心理学をベースにして発
達的観点を持って、乳幼児期から高齢期
までの人の健やかな育ち・発達を支援す
る専門家である臨床発達心理士資格取得
者の団体です。本年度は、「地域でいか
す持続可能な支援～とどける、つなげる、
つづける」をテーマに、シンポジウム、
セミナー、研究発表などを行います。一
般市民の方にも参加していただける公開
講演会も開催しますので、皆様の参加を
お待ちしています。

日本臨床発達心理士会第11回全国大会

アルパーク西棟 4F

※詳細は右記までご連絡下さい

ピリピリとした辛さが
たまらない美味しさ！
ご当地調味料として
只今大人気です。

ピリピリとした辛さが
たまらない美味しさ！
ご当地調味料として
只今大人気です。

ミツワ広島風
激辛お好みソース
ミツワ広島風
激辛お好みソース

当番世話人
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■開催日／ 平成27（2015）年9月12日（土）・13日（日）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　〒734-8551　広島市南区霞1-2-3
　広島大学病院　透析内科内
　TEL 082-257-5960　FAX 082-256-5560
　E-mail jsda2015@nta.co.jp
　URL http://web.apollon.nta.co.jp/jsda2015/index.html

　日本アクセス研究会は、透析を施行
する上で不可欠な血管アクセス、腹膜
アクセスの作製・維持・管理について
議論する学会です。本学術集会には、
国内外から、医師、看護師、薬剤師、
臨床工学技士など、約1,000名の参加
があります。教育セッション、ワーク
ショップ、シンポジウム、パネルディ
スカッションなど、バラエティに富ん
だプログラムを企画しております。

第19回日本アクセス研究会学術集会・総会

大会長　土井　盛博

大会長　藤原佐枝子

（広島大学病院透析内科）

広島原爆障害対策協議会
健康管理・増進センター

■開催日／ 平成27（2015）年9月17日（木）  
〜19日（土）

■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　広島原爆障害対策協議会　
　健康管理・増進センター
　〒730-0052　広島市中区千田町3-8-6
　TEL 082-243-2451　FAX 082-504-4851
　E-mail jos17@convention.co.jp
　URL http://www2.convention.co.jp/jos17/

　「温故創新-骨折低減に向けて-」をテー
マに、骨粗鬆症に関する研究や診療の過去・
現在を総括し、骨折低減に向けて、研究成
果の発表、講演、シンポジウムが企画され
ています。全国の医師、メディカルスタッ
フ約1500人が集います。日本糖尿病学会
との合同シンポジウム、IOF（国際骨粗鬆
症財団）とのジョイント・セッションも開
催されます。多くの方々が参集され、熱い
討論がなされることを期待しています。

第17回日本骨粗鬆症学会学術集会

■開催日／ 平成27（2015）年9月18日（金）・  
19日（土）

■会　場／ＪＭＳアステールプラザ
●問い合わせ先
　第28回日本サイコオンコロジー学会総会事務局
　〒112-0012　東京都文京区大塚5-3-13
　小石川アーバン4F
　一般社団法人 学会支援機構内
　TEL 03-5981-6011　
　FAX 03-5981-6012

　本学会総会は、がんにともなう心理精神的
問題に関して、最新の知見から実臨床に即し
た話題まで幅広く提供できるようにプログラ
ムを構成しております。特別講演として被爆
70年の節目に、広島平和記念資料館の志賀
賢治館長に御講演をいただきます。市民公開
講座では、「人はがんとどう向き合うのか」
をテーマに日本対がん協会会長の垣添忠生先
生に御講演いただきます。皆さまのお越しを
こころよりお待ちしております。

第28回日本サイコオンコロジー学会総会

大会長　小早川　誠

（  　　　　　　　 ）広島大学病院
緩和ケア部門

診療講師

■開催日／ 平成27（2015）年10月1日（木）〜  
3日（土）

■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第54回日本鼻科学会総会・学術講演会事務局
　〒734-8551　広島市南区霞1-2-3
　広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学内
　TEL 082-257-5252　FAX 082-257-5254
　E-mail jrs54@hiroshima-u.ac.jp
　URL http://www.jrs.umin.jp/54th/

　日本鼻科学会は鼻科領域の多岐にわたる
疾患に関して、その病因・病態を検討し、
診断・治療法の発展をめざすことを目的と
した学術団体です。現在は2,000名以上の
会員を有し、年1回の学術講演会では基礎
研究の成果や手術法の紹介、臨床症例の検
討が多数発表されます。第54回の今年も
多彩なプログラムを準備中で、海外からの
研究者も招聘予定です。興味のある方は一
度、HPをご覧ください。

第54回日本鼻科学会総会・学術講演会

会長　平川　勝洋

（  　　　　　　　 ）広島大学大学院
医歯薬保健学
研究院教授
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■開催日／ 平成27（2015）年10月24日（土）・  
25日（日）

■会　場／広島広域公園　第一球技場
●問い合わせ先
　広島県ゲートボール連合
　 〒730-0805　広島市中区十日市町  

2-9-24-201
　TEL 082-293-9408
　FAX 082-293-9508
　E-mail hiroshima-gu@iaa.itkeeper.ne.jp

　全日本ゲートボール（GB）選手権大会は、
年齢・性別を問わず全国から予選を勝ち抜い
た、都道府県の代表チームが最高位を競う大
会です。最近では、20代・30代のチームが
多くなり、“高齢者のスポーツ”と言うイメー
ジがなくなっています。昨年9月には「世界
ＧＢ選手権大会」が日本で開催され、世界各
国でもゲートボール愛好者が増えています。
　大会当日は、観覧席も用意していますので、
代表チームにご声援よろしくお願いします。

第31回 全日本ゲートボール選手権大会

会長　本郷　明義

■開催日／ 平成27（2015）年10月29日（木）・30日（金）
■会　場／第1日（10月29日）
　　　　　全体会場：県民文化センター
　　　　　第2日（10月30日）
　　　　　授業会場： 白島小学校、千田小学校、  

古田台小学校
●問い合わせ先
　大会事務局　広島市立宇品小学校校長　森川康男
　〒734-0015　広島市南区宇品御幸四丁目5-11
　TEL 082-251-8304　FAX 082-252-2324
　E-mail morikawa100@e.city.hiroshima.jp

　本研究大会は、小学校社会科教育に関
して、各都道府県の研究団体が、地域性
に基づいて実施した研究の成果を交換し
合い、社会科教育の充実に努めることを
目的として開催するものです。広島市で
は、昭和46年、平成４年、平成17年に
続き、４回目の開催であり、全国の小学
校教育関係者が集い、「社会を見つめ、
未来を問い続ける社会科教育の創造」を
主題として研究協議を行います。

第53回 全国小学校社会科研究協議会研究大会　広島大会

大会実行委員長　丹　雅祥
（広島市立みどり坂小学校校長）

名　　　称 会　　　場 会　　期
国内
参加者
（人）

海外
参加者
（人）

参加
国数

第29回少年少女合唱祭全国大会／広島市被爆70周年記念事業
2015こどもコーラス・フェスティバルinひろしま 広島文化学園HBGホール 8月 1日・ 2日 750 50 2

第50回記念文芸研広島大会 ＪＭＳアステールプラザ 8月 8日・ 9日 900 − 1
一般社団法人日本看護研究学会第41回学術集会 広島国際会議場 8月22日・23日 1,500 − 1
基幹労連第13回定期中間大会 広島国際会議場 9月 3日・ 4日 1,100 − 1
第49回ペーシング治療研究会 広島県ＪＡビル 9月 5日 600 − 1
日本臨床発達心理士会第11回全国大会 広島国際会議場 9月 5日・ 6日 800 − 1
リレー･フォー･ライフ･ジャパン2015広島 広島市立特別支援学校 9月 5日・ 6日 2,000 − 1

FIVBワールドカップバレーボール2015男子広島大会 広島県立総合体育館、
東区スポーツセンター

9月 8日～10日
12日・13日 12,000 100 6

第19回日本アクセス研究会学術集会・総会 広島国際会議場 9月12日・13日 980 20 5
第17回日本骨粗鬆症学会学術集会 広島国際会議場 9月17日～19日 1,500 − 1
第28回日本サイコオンコロジー学会総会 ＪＭＳアステールプラザ 9月18日・19日 1,290 10 3
第54回日本鼻科学会総会・学術講演会 広島国際会議場他 10月 1 日～ 3日 1,100 100 6
第31回全日本ゲートボール選手権大会 広島広域公園　第一球技場 10月24日・25日 500 − 1
第53回全国小学校社会科研究協議会研究大会広島大会 県民文化センター 10月29日・30日 600 − 1
第33回日本感覚統合学会研究大会 ＪＭＳアステールプラザ 10月31日・11月 1日 700 − 1

コンベンションカレンダー［平成27（2015）年8月～10月］
●会議
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放射線影響研究所オープンハウス�（施設一般公開）のご案内
－被爆70年�知ってほしい放影研－

　今年は、原爆放射線の健康に及ぼす影響等に関する展示に加え、お子様に大人気のお仕事体
験「こどもホスピタル」「液体窒素の実験」「DNAを見てみよう」などの体験コーナーを設け、
迷路のような所内を巡るクイズスタンプラリーを行います。入場無料となっておりますので、
ぜひ、皆様お誘い合せてご来所ください。
日時：平成27（2015）年8月5日（水）・8月6日（木）9:00 〜 16:00（入場15:30まで）
場所：公益財団法人 放射線影響研究所　（広島市南区比治山公園5-2）
交通：  無料シャトル便（ 広島駅南口⇔放影研　9:00から15分おき運行）  

広島駅南口「21番バス停」発
　　　広電宇品線（5号線：広島駅－比治山下経由－宇品港）にて比治山下で下車、徒歩10分　
　　　駐車場50台分あり

展　示 特別展示「原爆放射線の研究から低線量被ばくの健康への影響を考える」
企画展示「被爆70年を迎えて ― 放射線影響研究所のあゆみ ― 」

講演会
5 日 13:30〜14:30 講師 古川 恭治

放射線影響研究所 統計部副主任研究員
演題「だから統計学はおもしろい」
－放射線リスクからカープの優勝確率まで－

６ 日
13:30〜14:30 講師 兒玉 和紀
放射線影響研究所 主席研究員

演題「原爆放射線の健康影響」
－何がわかり、何が残されている課題なのか：
　　　　　　　　　被爆70年にあたって考える－

イベント こどもホスピタル、クイズスタンプラリー、
「マイナス19６度」ってどんな世界？　DNAを取り出してみよう、など

広島らしくおもてなし
―参加者の心に残るレセプションとアトラクションをご提案―

　名勝 縮景園は元和6（1620）年、広島藩主浅野長
なが

晟
あきら

が家老の上田
宗箇に造らせた藩主別邸の庭です。宗箇は武勇で聞こえた武将である
傍らすぐれた茶人、作庭家でもあり、広島の武家茶道上田宗箇流の祖
として知られています。
　歴代の藩主は、中央の池の周囲に四

あず

阿
まや

、茶室、橋を巧みに配しなが
ら園路を巡らせた「池泉回遊式庭園」を散策したり、茶会を開いたり
して楽しみました。昭和15（1940）年に広島県に寄贈され、原爆で
壊滅的な被害を受けましたが、戦後再建されています。
　会議参加者のための特別なおもてなしとしてぜひともお勧めしたい
のが、園内の茶室「清風館」での茶席です。見事な景色を眺めながら、
江戸時代の大名さながら一椀のお茶を楽しむぜいたくなひと時は、外
国からのお客様にも喜ばれています。　

大名庭園で楽しむ特別な茶会
　会　　場　　名勝 縮景園
　　　　　　　広島市中区上幟町2-11　 　
　内　　容　庭園の散策と清風館での茶席

※詳細は当ビューローコンベンション振興部
（082-244-4853）にお問い合わせください。

大名庭園で楽しむ特別な茶会―名勝縮景園―

茶席の様子。（上田宗箇流）

清風館外観。障子を開け放てば庭園を一望できます。

問い合わせ先：〒732-0815 広島市南区比治山公園5-2 放射線影響研究所内 オープンハウス実行委員会
　　　　　　　TEL  082-261-3131  FAX  082-263-7279  ホームページ http://www.rerf.jp


