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　協定締結式終了後に大学関係者やMICE関係

企業・団体向けにシンポジウムを開催しました。

基調講演、会議開催事例の紹介に続いてMICE

関係者によるパネル討論が行われ、グローバル

MICE強化都市に選定された広島市の年間100件

の国際会議開催を目指す取り組みや産学公の連

携強化に向けた取り組みなどについて、活発な

意見交換が行われました。

コンベンション ＴＯＰＩＣＳ

　広島市・広島大学・広島観光コンベンションビューロー
　「コンベンション誘致・開催のための連携・協力に関する協定」の締結とシンポジウム開催

協定締結式
　8月18日、広島市、広島大学及び当ビューローは、広島へのコンベンション

の誘致・開催の促進を図り、広島市及び広島大学の世界的なブランドイメージ

の向上に寄与することを目的とし、三者が持つ人材、情報、知識、経験を活用し、

国際会議開催に向けた環境整備などで協力関係を築くことを規定した協定を締

結ました。

　締結式は広島国際会議場で行われ、広島市の松井一實市長、広島大学の越智

光夫学長、当ビューローの深山英樹理事長が協定書に署名しました。

「広島の未来を MICE で語る～未来を考える広島市と広島大学との共同シンポジウム～」
●基調講演　「MICE 誘致・開催の取組について」　
　　　　　　　　　　　田中 由紀　観光庁参事官
●会議開催事例紹介　　安井 弥　広島大学大学院教授
●パネル討論　「広島の未来を MICE で語る」
　◆パ ネ リ ス ト　田中 由紀　観光庁参事官
　　　　　　　　　　　上 真一　広島大学大学院教授
　　　　　　　　　　　隈元 美穂子　国連訓練調査研究所広島事務所長
　　　　　　　　　　　中野 忠昭　グランドプリンスホテル広島総支配人
　　　　　　　　　　　 増川 一幸　広島観光コンベンションビューロー専務理事
　◆ファシリテーター　 廣江 真　日本コンベンションサービス MICE 都市研究所長

―広島市が観光庁選定の「グローバル MICE 強化都市」に―
　観光庁は、「2030年にはアジアNo.1の国際会議開催国としての不動の地位を築く」という目標達成のため、平成25年
度から東京、横浜など誘致ポテンシャル等が高い7自治体を選定し、MICE誘致力向上のための集中的な支援を実施して
きましたが、平成27年6月30日に、広島など5自治体が新たに「グローバルMICE強化都市」に選定されました。今後は、
観光庁と連携し、国際会議等MICE誘致に向けて取り組みを進めていきます。

※ MICE とは、企業等の会議（Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議
　(Convention)、イベント（Exhibition/Event) の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。

田中 由紀 氏
（基調講演・パネリスト）

安井 弥 氏
（会議開催事例紹介）

上 真一 氏
（パネリスト）

隈元 美穂子 氏
（パネリスト）

廣江 真 氏
（ファシリテーター）

増川 一幸 氏
（パネリスト）

中野 忠昭 氏
（パネリスト）

写真提供　沖田 寛さん（このページの全写真を提供いただきました）

左から越智広島大学長、松井広島市長、
深山理事長
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　7月30日〜8月5日、当ビューローが誘致に関わり44年ぶりの日本開催となっ

た「第23回世界スカウトジャンボリー」の主要プログラムの一つである「広島

ピースプログラム」が開催されました。155の国と地域から集った14才から17

才の青少年が、主会場の山口県きらら浜から1日

約4,300人ずつ（合計約26,000人）広島を訪れ、

平和記念資料館の見学や公園内の碑めぐり、被爆

体験記の朗読会などを通じて平和について学び、

自分たちが感じたメッセージを発表するなど、真

摯な態度でプログラムに参加しました。8月6日

には各国の代表など200人が平和記念式典に参列

しました。

　外国人を主体とする約4,300人が6日間にわた

り平和記念公園に集うという前例のない規模でし

たが、地元の受入を行った日本ボーイスカウト広

島県連盟と、地元の高校生や市民など多数のボラ

ンティアの協力により、被爆70周年の記念の年にふさわしい非常に意義深いプログラムと

なりました。

　広島市のグローバルMICE強化都市選定に伴う観光庁からの支援の一つとして、

同時に選定された札幌市、仙台市、千葉県千葉市、北九州市とともに海外MICE

専門誌「ami（Associations�Meetings� International）」に広報記事が掲載される

ことになり、8月27日・28日に「ami」記者の広島取材を広島市と当ビューロー

が受け入れました。

　「ami」は海外で会議を定期的に主催する国際機関・欧州機関、学術団体や協会、

PCO(会議運営専門会社）の決定権者をターゲットに年6回発行されている専門誌

で、今回は広島など5都市がサプルメント（別冊小冊子）で紹介される予定で、

大きな広報効果が期待できます。

　「ami」のジョーンズ記者は、広島国際会議場など主要MICE施設とユニークベニューの一つとしてひろしま美術館を

取材したほか、平和記念公園・平和記念資料館と宮島をめぐり、「広島は「平和都市」として他都市にはない独自性を持っ

ているだけでなく、山や海などの自然や、サイクリングやクルーズなどのアクティビティーなど、あまり知られていな

い魅力がたくさんあるのでそれを伝えていきたい」と語っていました。

　広島の紹介記事が掲載された「ami」最新号は、11月発行予定で、11月17日〜19日にスペイン・バルセロナで開催さ

れる国際MICEトレードショー「ibtm�world」で配布される予定です。

慰霊碑前で通訳ガイドの説明を受けるスカウト

朗読会の後それぞれの平和への思いを発表

スカウトは「第23回世界スカウト
ジャンボリー」主会場の山口県
きらら浜から連日100台のバスを
連ねて広島入りしました

　世界155か国26,000人のスカウトが広島で平和学習
　広島市被爆70周年記念事業　「第23回世界スカウトジャンボリー・広島ピースプログラム」

　海外MICE専門誌 が広島を取材

広島市及び当ビューロー役職員と意見交換
するジョーンズ記者

国連電気通信連合（ITU）主催の世界的シンポジウムが広島で開催！
　11月30日〜12月2日、当ビューローが誘致した、「情報通信の開発指標を考える国際シンポジウム（WTIS-15）」が開催され、世界約
80か国からICT関係閣僚をはじめとする約350人の参加者をお迎えします。会議の詳細は6ページの紹介記事をご参照ください。当ビュー
ローは広島県、広島市と連携して、広島市中区の商店街を地元のボランティアが多数参加するユニークな懇親会場とするなど、広島なら
ではの「おもてなし」で開催サポートをしてまいります。
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■開催日／平成27（2015）年11月6日（金）・7日（土）
■会　場／広島市立大学
●問い合わせ先
　IEEE�SMC�Hiroshima�Chapter�事務局
　県立広島大学経営情報学部　重安哲也
　〒734-8558　広島市南区宇品東�1-1-71
　E-mail���ieee-smc-hiroshima-exec@smc-　

hiroshima.info.hiroshima-cu.ac.jp
　URL�http://�www.smc-hiroshima.info.hiroshima-cu.

ac.jp/events/iwcia/2015/index.html

　IEEEは米国に本部を持つ電気・電子技
術に関する学会です。その広島支部にお
ける専門部会組織IEEE SMC Hiroshima 
Chapterの主催事業として、計算知能とそ
の応用に関する国際会議2015 IEEE 8th 
International Workshop on Computational 
Intelligence and Applicationsを開催しま
す。人工知能の基盤技術に関する理論的な
研究から、その医療やソーシャルメディア
等への応用まで最先端の研究成果が発表さ
れます。

計算知能とその応用に関する国際会議 IEEE IWCIA 2015

General�Chair　原　章
（広島市立大学大学院

情報科学研究科准教授）

■開催日／平成27（2015）年11月7日（土）
■会　場／呉工業高等専門学校（呉高専）
●問い合わせ先
　創立20周年記念全国大会事務局
　〒737-8506　呉市阿賀南2-2-11
　呉高専　人文社会系分野
　準備運営委員長　市﨑一章
　TEL/FAX�0823-73-8428
　E-mail�ichizaki@kure-nct.ac.jp

　日本の英語音声教育に寄与するという理
念を抱いて創設した小会も、お蔭様で今年
20年の節目を迎えました。午前はアポロ
月面着陸の同時通訳者として著名な鳥飼玖
美子先生ほか日韓を代表する英語学者によ
る基調講演を３件、午後は会員及び広島県
を代表する高校教諭による研究発表21件
を予定しています。入場・聴講料等、終日
無料にてご招待（申込不要）となります。
英語の先生はもちろん、一般の皆様のご来
場を心よりお待ちしています。

日本英語音声学会創立20周年記念全国大会

会長　都築 正喜
（愛知学院大学教授）

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。

■開催日／�平成27（2015）10月31日（土）・� �
11月1日（日）

■会　場／ JMSアステールプラザ
●問い合わせ先
　第33回日本感覚統合学会研究大会事務局
　〒723-0053　
　三原市学園町1-1
　県立広島大学保健福祉学部作業療法学科
　E-mail�taikai2015@si-japan.net

　本学会は、発達障害を持つ方々の支援に携わ
る様々な専門職や保護者を対象に、講習会等の
啓発活動や研究活動を行っています。
　毎年、研究大会を行っており、今年は広島の
地で開催することになりました。「子育てと感
覚統合－未来に向けて－」をテーマに、特別講
演、教育・保育の実践報告、支援を体験できる
お遊び会等を企画しています。この機会に、多
くの方々が連携し、子どものよりよい未来を考
えることができれば幸いです。

第33回日本感覚統合学会研究大会 in 広島

大会長　土田 玲子
（日本感覚統合学会会長/

県立広島大学保健福祉学部）



Vol.100 OCT.2015

5

主催者代表　木村 昭夫
（広島大学大学院理学研究科教授）

実行委員長　河野 一則
（広島市立本川小学校校長）

■開催日／�平成27（2015）年11月12日（木）・
13日（金）

■会　場／広島文化学園ＨＢＧホールほか　
●問い合わせ先
　〒730-0802
　広島市中区本川町一丁目5-39
　広島市立本川小学校
　校長�河野�一則
　TEL�082-232-3431
　FAX�082-234-0910

　第54回全国学校体育研究大会広島大会
は、『「わかる　できる　かかわり合う」体
育学習　－運動への関心や意欲を高め、自
ら考えたり工夫したりする力を身に付ける
体育学習の充実－』を大会主題として開催
します。幼稚園・小学校・中学校・高等学校、
特別支援学校、附属学校とそれぞれの校種
で研究主題を掲げ、13会場での授業公開、
12分科会での協議を予定しています。

第54回全国学校体育研究大会広島大会

■開催日／�平成27（2015）年11月21日（土）〜� �
23日（月・祝）

■会　場／広島国際会議場
■同時開催/ポスター展「世界のヒバクシャ」
●問い合わせ先
　世界核被害者フォーラム実行委員会
　TEL�090-9064-4705（森瀧）�　�
　E-mail�haruko.jpn@gmail.com��
　URL�http://www.fwrs.info/

　「世界から核被害の根絶を！世界の核被
害者はヒロシマに集まり、連帯の絆を結ぼ
う！」を目標に掲げ、ビル・グラハム  マー
シャル諸島共和国外務省核問題顧問、ア
レックス・ローゼン独IPPNW副会長、小
出裕章元京都大学原子炉実験所助教の3氏
による基調講演と６つのセッションから成
る3日間のフォーラムを開催します。全日
程同時通訳付です。参加申込等詳細につい
ては右記URLをご覧ください。多数のご来
場をお待ちしています。

広島・長崎被爆70周年　核のない未来を！世界核被害者フォーラム

■開催日／ 平成27（2015）年11月15日（日）～
　　　　　20日（金）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第15回半導体界面形成に関する国際会議事務局
　〒739-8526　
　広島大学大学院理学研究科物理科学専攻
　電話 082-424-7400
　FAX 082-424-0719
　E-mail contact@icfsi-15.org
　URL http://icfsi-15.org/

　半導体は、パソコンや様々な電化製品の
中に組み込まれ、我々の生活にとって不可
欠なものです。本会議では半導体の表面界
面に関する基礎科学分野において第一線で
活躍する世界中の研究者が集い、最新の研
究成果の発表及び意見交換が行われ、将来
的には超低消費電力デバイスの開発等につ
ながることが期待されます。1985年のマ
ルセイユにおける第1回会議以来2年おき
に開催され、今年は30周年という記念の
年にあたります。

第15回半導体界面形成に関する国際会議ICFSI-15

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
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会長　小山 眞理子
（日本赤十字広島看護大学学長）

■開催日／平成27（2015）年12月5日（土）・6日（日）
■会　場／�広島国際会議場、JMSアステールプ

ラザ、広島市文化交流会館
●問い合わせ先
　第35回日本看護科学学会学術集会運営事務局
　〒530-0001　大阪市北区梅田1-11-4　
　大阪駅前第4ビル5F
　株式会社日本旅行　西日本MICE営業部内
　TEL�06-6342-0212　FAX�06-6342-0214�
　E-mail�jans35@nta.co.jp
　URL�http://web.apollon.nta.co.jp/jans35/

　公益法人日本看護科学学会は看護学の発
展を図り、広く知識の交流に努め、もって
人々の健康と福祉に貢献することを目的と
しています。広島で初めて開催される第
35回学術集会は「先見・叡智・創成―時
代を拓く看護」のテーマで3000人を超す
看護研究者・実践者が集う予定です。皆様
には「市民フォーラム」に、また中学生・
高校生は「ナーシングサイエンスカフェ」
に無料で参加できます。詳細はホームペー
ジをご覧ください。

第35回日本看護科学学会学術集会

■開催日／�平成27（2015）年11月30日（月）〜12月2日（水）
■会　場／グランドプリンスホテル広島
■主　催／国際電気通信連合(ITU)
■共　催／総務省
■協　力／広島県、広島市
●問い合わせ先
　総務省情報通信国際戦略局　国際政策課
　担当　石田課長補佐、岩井官
　TEL�03-5253-5922　FAX�03-5253-5924
　E-mail�wtis-15@soumu.go.jp

　国連の専門機関のひとつで、無線通
信・電気通信において各国間の標準化
を確立するための組織であるITUが主
催し、約80か国から、各国の情報通
信技術（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、統計の専門家等が参加し、ICT
に関する国際統計及び情報社会の測定
について議論する世界的なシンポジウ
ムで、日本では初めての開催です。

国際電気通信連合(ITU)創設150周年記念
　情報通信の開発指標を考える国際シンポジウム（WTIS-15）

■開催日／平成27（2015）年12月7日（月）〜9日（水）
■会　場／ JMSアステールプラザ
■主催者代表者／�広島大学大学院理学研究科� �

教授　楯　真一
●問い合わせ先
　広島大学クロマチン動態数理研究拠点4IS事務局
　〒739-8530　東広島市鏡山1-3-1�
　先端物質科学総合研究棟402S
　TEL/FAX�082-424-7898
　E-mail�rcmcd@hiroshima-u.ac.jp
　URL�www.mls.sci.hiroshima-u.ac.jp/chrom/4is/

　本会議のメインテーマであ
る「クロマチン構造動態の数
理モデル化」には、生物学に
加え、数学、情報科学、物理
学など様々な分野の融合が不
可欠です。本会議開催によ
り、関連する研究を進めてい
る様々な分野の研究者が一堂
に会し、議論を行う機会を提
供します。

4th International Symposium of the Mathematics on Chromatin Live Dynamics

過去の会議風景

公益財団法人広島観光コンベンションビューローの賛助会員を募集しています
　広島の観光・コンベンション振興に関心を持ち、当ビューローの事業をご支援いただける企業・団体・個人の方を
募集しています。ご加入によって、当ビューローの事業に関わるお取引が可能になるだけでなく、情報入手、賛助会
員の相互交流など、さまざまなビジネスチャンスが広がります。ぜひご入会いただきますようご案内申し上げます。

年会費（企業・団体）　1 口　15,000 円

　　　  （個人）　　　　1 口　10,000 円

問い合わせ先　（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 

賛助会員の特典
　＊お客さまからの問い合わせなどに対して、会員様のご紹介をします。
　＊賛助会員交流会などで、業種を超えた相互の交流ができ、ビジネスチャンスが広がります。
　＊当ビューローとのお取引について優先的にお声がけをします。
　＊会員様の優良従業員に対して表彰を行います。
　＊（3 口以上の会員様対象）一般に公開していないコンベンションの開催予定情報をいち早くお届けします。
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名　　　称 会　　　場 会　　期
国内
参加者
（人）

海外
参加者
（人）

参加
国数

第33回日本感覚統合学会研究大会in広島 JMSアステールプラザ 10月31日・11月 1 日 1,200 15 3
計算知能とその応用に関する国際会議IEEEIWCIA2015 広島市立大学 11月 6 日・7 日 50 50 5
全国ポリナビワークショップin広島2015 ホテルグランヴィア広島 11月 7 日 500 − 1
日本英語音声学会創立20周年記念全国大会 呉工業高等専門学校 11月 7 日 150 2 3
日本建築行政会議全国大会 リーガロイヤルホテル広島 11月12日・13日 600 − 1

第54回全国学校体育研究大会広島大会
広島文化学園HBGホール、
広島市内幼・小・中・高・特
別支援学校

11月12日・13日 1,300 − 1

第15回半導体界面形成に関する国際会議 ICFSI-15 広島国際会議場 11月15日～20日 200 50 20
広島・長崎被爆70周年
核のない未来を！世界核被害者フォーラム 広島国際会議場 11月21日～23日 460 40 15

国際電気通信連合(ITU)創設150周年記念
情報通信の開発指標を考える国際シンポジウム（WTIS-15）グランドプリンスホテル広島 11月30日～

 12月 2 日 20 330 80

第35回日本看護科学学会学術集会 広島国際会議場、JMSアステー
ルプラザ、広島市文化交流会館 12月 5 日・6 日 3,000 − 1

4 th I n te rnat i ona l Sympos ium o f the 
Mathematics on Chromatin Live Dynamics JMSアステールプラザ 12月 7 日～ 9 日 100 50 3

コンベンションカレンダー［平成27（2015）年11月～
� 平成28（2016）年1月］

●会議

こんにちは！２０１５広島観光親善大使です。
　7月25日の「２０１５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、坂
田�奈々子さん、川﨑�萌菜さん、山下�理恵さんが「２０１５広島観光親善大使」に就任しました。

ブログと facebook で情報発信
　親善訪問や観光ＰＲなどで活躍中の坂田さん、川﨑さん、山下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。
「ひろしま観光ＰＲ大使」もどうぞよろしく
　交代式をもって退任した「２０１４広島観光親善大使」の関本�梨央さん、松岡�麻由さん、吉田�な
ぎささんをはじめ、広島観光親善大使経験者が「ひろしま観光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にお問い合わせください。

問い合わせ先　観光振興部　  TEL 082-247-6916　

（左から）

坂田　奈々子（さかた ななこ）さん（２２）
　趣味・特技：トロンボーン　

川﨑　萌菜（かわさき もえな）さん （２１）
　趣味・  特技： 読書・旅行

山下　理恵（やました りえ）さん （２１）
　趣味・特技 :　ウォーキング

ひろしま観光 PR大使

広島観光親善大使

facebookページ
へはこちらから
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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―

広島の伝統芸能「神楽」

　日本の伝統芸能である「神楽」は、古事記や日
本書紀で語られる「天岩戸伝説」の天鈿女命（ア
マノウズメノミコト）の乱舞がその起源とされ、
秋の収穫の喜びを舞うことで神々に感謝する奉納
行事として、日本各地にさまざまな形で伝承され
ています。広島は全国でも神楽が盛んな地域で、
演劇性と音楽性、スピーディーな舞いと華やかな
衣裳による総合芸術として、祭事のみならず常設
の舞台で、あるいは神楽の大会などさまざまな機
会に上演され、人気を博しています。
　会議主催者への広島ならではの支援メニューと
して、当ビューローでは、大規模会議の懇親会等
に、神楽などの伝統芸能を提供しています。プラ
イベート上演となるため、神楽のダイナミックな
動きを間近で鑑賞することができ、写真撮影も自
由です。広島の伝統芸能を身近に感じていただけ

るアトラクションとして、国内外からの参加者に
好評です。

懇親会での神楽上演例（IPEC-Hiroshima)

写真提供　広島県

広島神楽　写真提供　広島県

終演後の記念撮影も可能です（IOP 国際心理生理学会）

　広島の秋の風物詩「広島城大菊花展」を下記の日程で開催します。特作花壇「広島�秋景色」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２千鉢は見応え十分です。筝曲コンサートや菊づくり講習会も開催されますの
で、お誘いあわせの上ぜひお越しください。

　○期　　　間　　10月24日（土）〜11月８日（日）　10:00〜16:30�
　　　　　　　　　ただし、初日（10月24日）は10:30から開会式、
　　　　　　　　　最終日（11月8日）は16:00までです。
　○場　　　所　　�広島城二の丸、三の丸
　○催　　　物　　筝曲コンサート（�10月24日、25日、� �

11月3日、7日予定）
　　　　　　　　　菊づくり講習会（10月25日、31日、11月3日）
　○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

神楽等の提供
　概　　要　懇親会場等での伝統芸能等の提供
　対　　象　一定の条件を満たす大規模会議

※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。 

写真は昨年の特作花壇「三段峡 秋彩」

　広島城大菊花展


