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年頭のご挨拶
公益財団法人 広島観光コンベンションビューロー

理事長　深山　英樹
　謹んで新年のお喜びを申し上げます。
　昨年は被爆70周年という節目の年であるとともに、6 月には本市が観光庁から「グローバルMICE強化都市」
の選定を受け、世界的に知られる平和都市・広島市が、MICE開催都市として躍進するための大きな機会とな
る画期的な年となりました。さらに 8 月には広島市、広島大学と「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」を締結し、MICE誘致力強化に向けて、各々の人材、情報、知識、経験を活用した協力関
係を築く取り組みを進めています。
　今年2016年は、4 月にG ７ 外相会合が広島で開催されます。原爆投下からよみがえった平和と希望の都市
広島は主要国外相が世界に平和のメッセージを発する場にふさわしく、大きな成果が期待されています。当
ビューローは「2016年Ｇ ７ 広島外相会合支援推進協議会」の一員として、広島県、広島市、広島商工会議所
など関係諸団体と一丸となって同会合の成功に向けた支援や歓迎気運の醸成に取り組みます。
　一方、今年は観光プロモーションにとっても絶好の機会と言えます。訪日外国人観光客数が昨年 １ 月から
10月までで1,631万人に達し、2020年までに 2 千万人の高みを目指すと掲げていた政策目標も現実味を帯びて
きました。こうした中、日本の中でも特に広島をデスティネーションとして選んでいただくため、広島の観
光の魅力を国内外に発信するとともに、海外の商談会等にも積極的に参加して多くの方に広島を訪れていた
だき、また再訪していただけるよう努力してまいります。
　本年の皆様のご多幸をお祈りするとともに、当ビューローへのより一層のご支援・ご協力をお願い申し上げ、
新年のご挨拶といたします。　

今年の干支は猿―広島市安佐動物公園のパタスモンキー（左）、アヌビスヒヒの親子（右）―
写真提供：広島市安佐動物公園
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コンベンション ＴＯＰＩＣＳ
G7 広島外相会合の開催

■ 主要国首脳会議（サミット）、G7外相会合とは
　主要国首脳会議（サミット）とは、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、
イタリア、カナダの7か国（G7）の首脳並びに欧州理事会議長及び欧州委員会
委員長が参加して、国際社会が直面する様々な地球規模の課題について議論す
る首脳会議です。
　各国が持ち回りで議長国を務めており、昨年のドイツ・エルマウサミットに
続き、本年は5月26日、27日に三重県伊勢市で開催されます。
　G7外相会合とは、サミットに合わせて開催される関係閣僚会合の一つで、直
近の国際情勢について外相間で議論を行い、その後のサミットでの議論の基礎
ともなる重要な会合です。今年のG7外相会合は、伊勢志摩サミットに関連した
10の関係閣僚会合の中で最初となる4月10日、11日に、広島で開催されます。
　昨年は4月にドイツ・リューベックで開催され、世界各地域の情勢や、地球規
模の課題として、テロ対策、軍縮・核不拡散、海洋安全保障などについて議論
されました。

■ 開催都市として
　この度の外相会合は、核保有国を含む主要国の外相が初めて被爆地広島に集
い、直接、被爆の実相に触れ、核兵器廃絶へのゆるぎない決意を被爆地から世
界へ発信していただく絶好の機会になり得るものです。
　開催都市として行政、経済界、その他関係団体が連携し、被爆の実相を伝え
る取組はもとより、広島の魅力を国内外に向けて発信するとともに、地元の歓
迎気運の醸成や交通対策など、Ｇ７広島外相会合の成功に向けた後押しができ
るよう、「2016年Ｇ７広島外相会合支援推進協議会」を設立しています。

2016年Ｇ７広島外相会合支援推進協議会ホームページ
http://g7hiroshima.jp/

■ 皆様へのお願い
　会合当日やその前後においては、外相会合及び関連行事等のため、高速道路・主要幹線道路や一部の地域において、交通規制
や施設等への立ち入りが一時制限されることが予想されます。皆様にはご不便をおかけしますが、Ｇ７広島外相会合の成功のた
めに、ご理解とご協力をお願いします。

　三重県伊勢市で開催される主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）に関連する関係閣僚会合として、G7 広島外相会合が

4月10日（日）、11日（月）に広島市で開催されます。

　当ビューローは、2016年G7広島外相会合支援推進協議会に参画し、会議の成功に向けた支援に取り
組んでいます。

問い合わせ先　2016 年Ｇ７広島外相会合支援推進協議会
　　　　　　　〒 730-8586 広島県広島市中区国泰寺町 1 丁目 6-34　広島市企画総務局秘書課内
　　　　　　　TEL  082-504-2822　FAX  082-246-4734　E-mail  gaisyou@city.hiroshima.lg.jp

昨年4月14日・15日、ドイツ・リューベックで開催さ
れたG7外相会合より

（出典：外務省ホームページ）
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　11月30日（月）から12月2日（水）までの3日間、グランドプリンスホテル広島で、国連の専門機関である国際電気通信

連合（ITU）と総務省とが主催する、情報通信技術（ICT）に関する世界的なシンポジウムが開催され、110か国から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、統計の専門家等約400人が参加して、諸外国での

ICT開発の方策やICTに関する国際統計について議論しました。

世界から注目される会議が日本初開催
　WTISは、閣僚ラウンドテーブル、世界経済フォーラムのICT競争力ランキング

や国連の電子政府ランキング等に広く引用される「ICT開発指標」の発表が行わ

れるなど、国内外から注目されるシンポジウムです。

当ビューローの誘致・支援活動
　当ビューローは2014年10月からWTIS誘致に取り組み、誘致助成提供のほか、

開催前から総務省との連絡を密に視察受入れや打ち合わせを重ねてシンポジウム

の成功を支援するとともに、参加者に日本文化を体験していただくためのさまざまな開催サポートを提供しました。

　情報通信の開発指標を考える
　国際シンポジウム「WTIS-15」開催

●神楽の提供 ●インフォメーションコーナー

●クロージングイベント　―タカノ橋商店街がユニークベニューに―　

高市総務大臣など要人をはじめとする参加
者による原爆死没者慰霊碑への献花

（11月29日）　写真提供：広島市

広 島 神 楽のアトラク
ションは参加者に大変
喜ばれました。

海外からの参加者へのサー
ビスとして、英語による情報
提供を行うインフォメーション
コーナーを設置しました。

　今回当ビューローが特に力を入れた支援が、最終日の12月2日に行われた
WTISのクロージングイベントです。タカノ橋商店街（広島市中区）のアーケー
ドが日本の祭りをコンセプトにした装飾でパーティー会場に様変わりし、
WTIS参加者はチケットを手に商店街を自由に歩いて食事や買い物を楽しむ
とともに、太鼓と書道（大書）の歓迎アトラクションや獅子舞、広島城から
お借りした鎧兜の着付体験など日本文化や
祭りの雰囲気を体験しました。また、広島
市国際青年ボランティアや広島市立大学の

通訳ボランティア等約50人が翻訳アプリを用いてWTIS参加者をサポートし、WTIS参
加者は地元の人々との交流を楽しみました。総務省、広島市タカノ橋商店街振興組合、
広島市と一致協力して、参加者の思い出に残るひと時を演出することができました。

「2014パワーエレクトロニクス国際会議」が平成27年度「国際会議誘致・開催貢献賞」受賞
　2014年5月に、当ビューローが誘致・開催支援し、宮島をユニークベニューとするレセプショ
ンを開催した「2014パワーエレクトロニクス国際会議」が、平成27年度日本政府観光局（JNTO）
「国際会議誘致・開催貢献賞」を受賞し、12月9日（水）、国際ミーティング・エキスポ（IME2015）
において授賞式（写真）が行われました。これはJNTOが国際会議の開催により国、地域や関
連産業に多大な貢献をした国際会議主催者を表彰するものです。受賞理由としては、今回のよ
うな広島市内での国際会議のユニークベニューの先駆けとなったことなどがあげられます。
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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。

コンサルティング
　オーストラリアに本拠を置く「Gaining�Edge社」から、高度
な専門知識と国際ネットワークを有する専門家の派遣を受けて、
マーケティング戦略の見直し及び誘致活動についてのコンサル
ティングや活動支援を受けています。広島市と当ビューローは、
昨年９月に来広した同社の専門家による戦略・目標の策定のため
のワークショップを受けて、MICE開催地としての広島の現状と

可能性を客観的に分析し、現
在広島の新たなブランディン
グと今後の戦略の構築を進め
ています。今年１月には同社
の専門家が再度来広し、進捗
の確認と助言を受ける予定で
す。

　広島市など平成27年度に「グローバルMICE強化都市」として選定された5自治体は、観光庁からMICE誘致力向上を
図るための支援を受けています。当ビューローも広島市と連携して、支援を十分に活用し、2020年までに年間100件の
国際会議開催が実現するよう、誘致力向上のための戦略を構築していきます。　
主な支援内容　１　外国人専門家によるコンサルティング
　　　　　　　２　海外MICE専門誌の記者招請等による広告宣伝
　　　　　　　３　ステークホルダー連携促進（セミナーの開催等）※現在１と２の支援が始まっています。

（ステークホルダーとは：大学関係者、学術団体、行政、企業などMICE誘致・開催に直接・間接的な利害関係を有する団体・個人）

プロモーション支援
　海外のMICE専門誌の日本を特集するサプルメント
（別冊小冊子）に広島紹介記事を掲載して、MICE関係
者を主体とする読者にPRし、またこのサプルメントを
海外見本市等で配布しています。広島が紹介されてい
るサプルメントのデジタル版をご覧いただけます。
●「ami」11月号　　ターゲット：欧州
　　(Association�Meeting�International)
●「PCMA�Convene」11月号　ターゲット：北米

ami 誌（25MB 程度） PCMA Convene 誌（1MB 程度）

広島大学で国際会議開催支援説明会開催
　　8月18日に締結された広島大学、広島市と当ビューローの3者による「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」に基づき、広島大学との連携強化を
図る動きが始まっています。
　11月9日には、広島大学東広島キャンパスで、国際会議誘致・開催に関心を持つ教
職員の方々を対象に開催された「国際会議開催支援説明会」に今回初めて当ビューロー
も参加し、同大学学術・社会産学連携室からの「国際会議・シンポジウム開催助成」
についての説明の後、当ビューローのさまざまな支援メニューを紹介しました。潜在
的主催者の先生方に役立つ情報提供を行い、今後の国際会議開催につながるよう、今後も同大学と連携・協力してまいります。

グローバルMICE強化都市 広島
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会長　水関 隆也
（広島県障害者

リハビリテーションセンター所長）

深澤 広明
（広島大学附属小学校長）

■開催日／�平成28（2016）年2月5日（金）・� �
6日（土）

■会　場／広島大学附属小学校
●問い合わせ先
　広島大学附属小学校
　〒734-0005　広島市南区翠一丁目1番1号
　FAX　082-252-5780（事務局直通）
　E-mail�risbou@hiroshima-u.ac.jp
　URL�http://home.hiroshima-u.ac.jp/fushou/

　本校では、これまでに65回を数える初等
教育全国協議会を開催し、各教科でご活躍の
方々にお集まりいただいて、研究成果の発表
と，研究協議を重ねて参りました。
　本年度は、各教科から全20時間の提案授
業、授業協議会、および教科別提案授業と協
議会（研究発表）を開催いたします。
　全国で各教科の教育実践にご活躍の皆様
に、初等教育に関わる基本問題について、研
究協議していただく機会になれば幸いです。

広島大学附属小学校第66回初等教育全国協議会

■開催日／�平成28（2016）年4月21日（木）・22日（金）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第59回日本手外科学会学術集会事務局
　広島県障害者リハビリテーションセンター
　〒739-0036　東広島市西条町田口295-3�
　TEL��082-286-1352��FAX�082-425-1094
　E-mail�59jssh@convention.co.jp
　詳細は学術集会ホームページをご覧ください。
　URL�http://www2.convention.co.jp/59jssh

　日本手外科学会は肩から指先までの上肢に関
する疾患、外傷を研究するための日本専門医機
構から専門医として認定を受けた学会です。本
学会は広島とは縁が深く、第11回を津下健哉、
第37回を生田義和広島大学整形外科名誉教授
が主催されています。今回は22年ぶりの広島
開催となります。津下、生田先生の教えを継承
すべく「究めよう手外科の心と技」のテーマの
下、全国から1600名の学会員が集い日頃の成
果を発表します。

第59回日本手外科学会学術集会

アルパーク西棟 4F

※詳細は右記までご連絡下さい

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

おかげさまで
創業100周年

当ビューローでは、広島県内で開催される学術会議・イベント等の円滑な運営と成功のために、各種支援を無償
で行っています。お気軽にご相談ください。

（注）各種支援には、コンベンションの規模等、一定の基準があるものがあります。

問い合わせ先
　（公財）広島観光コンベンションビューロー
　 コンベンション振興部　TEL 082-244-6156

▲広島観光親善大使を派遣した大会の様子

コンベンション開催を支援します

主な支援の内容
●�コンベンション開催準備資金の貸付
●�会場・宿泊施設の紹介
●�ユニークベニュー、アフターコンベン
ション、同伴プログラム等の提案
●�行政等関係機関との連絡調整
●�関連企業の紹介
●大会のPR

●�JR駅・空港への歓迎看板の設置
●�神楽など伝統芸能等の提供
●�おもてなし市民交流プログラムの実施
●�広島観光親善大使、英語による観光案
内ボランティアの派遣

●�各種観光パンフレット、「コングレス
バッグ」等の提供
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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66回初等教育全国協議会 広島大学附属小学校 2 月 5 日・6 日 1,000 0 1
2016年G 7 広島外相会合 グランドプリンスホテル広島（候補） 4 月10日・11日 未定 7
第59回日本手外科学会学術集会 広島国際会議場 4 月21日・22日 2,000 0 1

コンベンションカレンダー［平成28（2016）年2月～
� 平成28（2016）年4月］

●会議

　11月20日（金）から23日（月・祝）まで、NTT
クレドホールをメイン会場に「第２回広島国
際映画祭」が開催されました。短編映画の
コンペティション、特別上映作品及びトーク
ショーなど多彩なプログラムが人気を呼ん
で、4日間を通して延べ約1万人の参加者で
にぎわいました。
　今回は、パリの映画博物館「シネマテーク・
フランセーズ」と連携し、上映88作品中40
本以上がフランス映画となり、フランスをは
じめ、ギリシア、ポルトガルなど海外から過
去最多の16名のゲストを迎えました。
　この映画祭で、広島フィルム・コミッションは、広島に関連する作品の上映
を行う「ヒロシマEYE」というセクションをサポートし、「太陽が落ちた日」（ド
メーニグ・綾監督）、「鏡の女たち」（吉田喜重監督）など広島ゆかりの作品や
広島出身の作家の作品を紹介しました。また、会場内にブースを設置してPR活
動を行いました。
　作り手と観客が出会い、映画の素晴らしさを共有する場としてこの映画祭が
発展し、広島の映画文化を国内外に発信していく拠点となるよう、今後もサポー
トを続けていきます。

　コンペティション授賞式

　広島フィルム・コミッションのPRブース

第2回広島国際映画祭

　広島フィルム・コミッションが支援して広島でロケ撮影が行われた作品「太陽が落ちた日」

は本映画祭が日本初上映となり、スイス在住のドメーニグ・綾監督も駆けつけて上映後に

トークショーが行われました。

「太陽が落ちた日」日本初上映ーヒロシマ EYE －

　ドメーニグ・綾監督（右）

記録映画「太陽が落ちた日」
　スイスの映像作家ドメーニグ・綾監督が、内科
医として原爆投下のその日から広島赤十字病院
で被爆者の治療にあたった祖父の足跡を追う。
2011年3月11日の福島の原発事故により監督の
探検の旅は新たな局面を迎える。
（2015年スイス＝フィンランド合作映画、78分）
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■日　時　平成２８年 ２月８日（月）
　　　　　１６：００～１７：３０
■会　場　ＡＮＡクラウンプラザホテル広島　
　　　　　3階「オーキッド」
　　　　　〔広島市中区中町7－20 TEL（082）241-1111〕
■参加料　無　料
■定　員　１５０人
■お申込み　 申込書にご記入の上、ＦＡＸか郵送でお申し込みください。定員になり

次第締め切らせていただきます。
　　　　　申込書は当ビューロー公式サイトでダウンロードできます。
　　　　　http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb/
　　　　　※ なお、聴講券は発行いたしませんので、当日は会場へ直接お越しくだ

さい。
■お問合せ　広島商工会議所  産業・地域振興部 観光振興チーム
　（申込先）　〒730-8510　広島市中区基町5-44
　　　　　TEL(082)222-6651  FAX(082)222-6411
■賛助会員の皆様へ
　　　　　 別途ご案内申し上げているとおり、観光・コンベンションョンセミナー

に引き続き、（公財）広島観光コンベンションビューロー平成27年度優
良従業員表彰式と賛助会員交流会を開催いたします。

｢最新トレンドから見る、ツーリズム産業の明るい兆しと新たなニーズ｣
～タブーを捨てる、過去のしがらみを捨てる～

観光・コンベンションセミナー

■講師

島
しま

田
だ

　始
はじめ

 氏
流行仕掛け研究所代表
消費トレンド研究の第一人者　立教大学講師

　11月６日（金）～８日（日）にタイ・バンコクで開催された「Visit�Japan�FIT�
Travel�Fair�2015�Winter（FIT#8）」に出展しました。個人客向けの旅行フェアで、
訪日客が急増しているタイからの来広客拡大を図るため、観光案内およびPRを
行いました。
　出展ブースでは原爆ドーム・宮島のポスターやＪＲのエリア案内図を掲出し、
周辺観光地の立地やアクセスを案内することで、多くの来場者に広島の魅力を紹
介できました。ビューロー作成の「ようこそ！広島へ観光ガイドマップ」のタイ
語版をはじめとするパンフレット類は、最終日には配布終了となる人気ぶりでし
た。
　また、同時に開催された商談会では、旅行・メディア関係者と計２４件の商談
を行い、観光PRを実施しました。
　訪日旅行を予定・計画している経済的に余裕のある人たちが集まるフェアであ
り、目的が明確で本当に欲しい情報を求めて来場している様子が感じられ、観光客誘致に繋がる強い手応えを得る事が出来ました。

　Visit Japan FIT Travel Fair に出展－タイ・バンコク－

会場の様子　

講師プロフィール
　1949 年 7 月　東京都生まれ　青山学院大学
卒業。最終職歴 / ㈱マガジンハウス　第二書籍
編集部　編集 & プロデューサー
　2010 年 7 月、流行仕掛け研究所を設立し、
代表に就任。各ジャンルのトレンド、流行の仕
掛け、予測、分析、マーケティング、商品開発、
メディアプランニング、パブリシティを手掛け
る。外食、レジャー、ホテル、トレンドなどの
ジャーナリストとしても活躍。コラムニスト、
コメンテーターとして雑誌連載、ラジオ出演な
どメディアでも活躍中。
　 雑 誌「anan」「Hanako」 で、 テ ィ ラ ミ ス、
アウトレット、海外ウェディング等の数々の
ブームを創り出してきた自身のアイデアと実
例紹介も交え、ツーリズム産業の現状を突破で
きるアイデア発想法、未来の読み方について、
講演多数。

主催：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

　近年、訪日外国人数が急増しており、国も観光を成長戦略の柱の一つと位置付け、観光立
国の実現に努めています。裾野が広いツーリズム産業が、この大きな流れをビジネスチャン
スとするため、最新トレンド研究の第一人者である島田始氏を講師にお招きし、新たな観光
の概念や戦略、そしてブランディングについて他都市の事例も踏まえ、現状を突破できるア
イデア発想法、未来の読み方をお話しいただきます。
　多数のご参加をいただきますよう、ご案内申し上げます。
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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―

二階建てのオープンバスで広島市内をクルージング

写真提供　広島県

2015 広島観光親善大使が観光行事等のお手伝いをします
　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。

●内容　
　①司会　②式典（イベント等）の補助　
　③イベント等での広島市の観光紹介（観光ＰＲ）

●派遣料（交通費別途）
　派遣依頼者が当ビューロー賛助会員の場合　　１人１日15,000円、4時間未満� 8,500円
　　　　　　　　　　　　　賛助会員以外　　　１人１日18,000円、4時間未満11,500円

問い合わせ先　観光振興部　観光案内・交流担当　TEL�082-247-6916���E-mail�kankou@hiroshima-navi.or.jp

こんな活動をしています

（左から）坂田 奈々子さん、川﨑 萌菜
　さん、山下 理恵さん

　真っ赤な車体が印象的な定期観光バス「めいぷるスカイ」
は、開放感を感じながら広島市内をシティクルージングする
ことができる二階建てオープンバスです。
　運行コースは「市内ドライブ車窓コース」と「平和記念公
園下車コース」の２コースから選ぶことができ、どちらのコー
スも英語・中国語・韓国語に対応した多言語ガイドシステム
を無料で利用できます。また貸切運行にも対応可能なので、
国際会議のアフターコンベンションとしてもご検討ください。

二階建てオープンバス「めいぷるスカイ」
市内ドライブ車窓コース（1 時間 30 分）
　　　�広島駅新幹線口→広島城→原爆ドーム→平

和記念公園→八丁堀→広島高速３号線から
の瀬戸内海の景色→マツダスタジアム→広
島駅新幹線口　※全て車窓観光

平和記念公園下車コース（2 時間）
　　　 広島駅新幹線口→広島城→八丁堀→原爆

ドーム�（徒歩）�平和記念公園→平和大
通り→マツダスタジアム→広島駅新幹線口
※原爆ドーム～平和記念公園は下車観光、
その他は全て車窓観光

　　　�※多言語ガイドシステムは下車観光には対
応しておりません。

■ 上記コースのほか、希望の時間・運行区間での貸切運行
も可能

問い合わせ　中国ジェイアールバス（株）
　　　　　　082-261-0622（平日のみ 9 時～ 18 時）
URL    http://www.chugoku-jrbus.co.jp

広島観光物産PRイベント
in東京タワー2015
(坂田 奈々子さん）

浜田市親善訪問
(川﨑 萌菜さん）

広島城大菊花展表彰式
(山下 理恵さん）


