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ピースフラワープロジェクト花育－市民が育てた花で平和記念公園を彩ります－
保育園、幼稚園、小中学校、介護施設、市民ボランティアなど、約200の団体がひろしまフラワーフェスティ
バルのために花を育ててくれています。ライトアップは5月3日、４日は午後9時まで、5日は午後8時30分ま
で。

テーマ「未来へつなぐ　花と笑顔の40年」
開催期間　5月3日・4日・5日　会場　平和記念公園・平和大通りほか

公式ホームページ　http://www.hiroshima-ff.com
（写真は 2015 ひろしまフラワーフェスティバルの様子）

■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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コンベンション振興事業
　国際会議等の MICE 開催は、ヒト・
モノ・カネ・情報の循環を生み出し、
交流人口の拡大、高い経済波及効果、
ビジネス機会の創出、広域的な地域
の活性化、都市のブランド力の向上
に貢献するなど、様々なメリットを
もたらし、都市の競争力強化につな
がります。
　昨年６月に広島市が観光庁から「グ
ローバル MICE 強化都市」に選定され
たことに伴い、当ビューローは平成
28 年度新規事業として「グローバル
MICE 強化都市事業」等を実施し、国
際会議等の誘致・支援をさらに進め
ます。

重点事業
１　「グローバル MICE 強化都市」に
対する観光庁の支援を活用し、ブラ
ンド力強化や他都市との差別化を図
り、国際会議等誘致を推進します。

２　MICE に お け る 地 域 ト ッ プ リ ー
ダー都市としての存在感を確立する
とともに、産学公の連携強化、ステー
クホルダー及び関連事業者のスキル
アップを図り、「チーム広島」として
誘致活動を推進します。

３　新たな国際会議等の誘致・支援
策として、シャトルバス等の提供、
広島大学に加えて広島県内の他大学
での国際会議等誘致・支援セミナー
を開催することにより、国際会議等
の開催意識を高め、誘致活動を促進
します。

Convention

昨年 8 月、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た協定を締結しま
した。（写真左から越智広島大学長、松
井広島市長、当ビューロー深山理事長）

グローバル MICE 強化都市への観光庁から
の支援の一つが、海外 MICE 専門誌への紹
介記事の掲載です。
写真は「ami」11 月号（欧州向け）

1 月 19 日にステークホルダー（MICE 関係
者）向けに、コンベンション開催支援セミ
ナーを、広島大学の協力のもと JNTO、広
島市と共催しました。 ※日程は変更になる場合があります。

2016 
4月10日・11日　G7広島外相会合
4月19日～21日　IMEX 2016出展 （フランクフルト）
4月21日～23日　国際フィルムコミッ ショナーズ協会見本市出展（ロサンゼルス）
5月3日～5日　第40回ひろしまフラ ワーフェスティバル
7月17日～9月30日　広島湾ナイト クルージング
7月23日　2016広島みなと 夢 花 火大会/広島観光親善大使交代式
8月6日　ピースメッセージとうろう 流し

（8月）　浜田市親善訪問・沖縄親善訪 問
（9月）　ツーリズムEXPOジャパン/ VISIT JAPAN トラベルマート参加
（9月）　インバウンド受入応援商談会
10月18日～20日　IMEX America 2016出展（ラスベガス）
10月29日～11月13日　 広島城大 菊花展
（10月）　MICE・インバウンド広島 ネットワーク
11月17日～1月3日　ひろしまドリ ミネーション2016
（11月）　広島国際映画祭
（12月）　第26回国際ミーティング エキスポ(IME2016)出展

2017
（１月）　欧州旅行見本市参加
（1月）　東北地区＆中国・四国地区合 同コンベンション誘致懇談会
（2月）　観光・コンベンションセミ ナー/優良従業員表彰式・賛助会員交流会
（時期未定）　JNTO訪日旅行セミ ナー（オーストラリア）参加
（時期未定）　第38回北広島市親善訪 問
（時期未定）　ホノルル姉妹都市親善 訪問

公益財団法人広島観光コンベンションビュー　ロー平成２8年度事業計画が決定しました
平成 28年度事業計画の詳細は、当ビューローホームページでご覧いただけます。

企画総務部　TEL�082-244-6156広島観光コンベンションビューロー
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　3月28日（月）に開催された公益財団法人広島観光コンベンションビューローの理事会・評議員会で、平成28年度事業計

画及び収支予算が決議・承認されました。

観光振興事業
　平成 28 年度は、４月の「G7 広島
外相会合」の開催、５月には 40 回
の節目となる「ひろしまフラワー
フェスティバル」の開催、12 月に
は「原爆ドームと嚴島神社の世界遺
産登録 20 周年」を迎えるなど、国
内外から多くの来広者が見込まれる
ことから、観光客の受入態勢の整備、
観光関係情報の発信、新たな観光資
源の開発等に取り組むとともに、急
増している外国人観光客の広島地域
への誘致促進にも努めます。

重点事業
１　訪日外国人が増加する中、新た
に広島指向が強い欧州での旅行見本
市に参加し、広島の PR を強化します。
また、インバウンド受入応援商談会
を開催し、広島のインバウンド受入
態勢の向上を図ります。

２　周辺市町や観光関連団体との連
携によるプロモーション活動展開
や、国際フィルムコミッショナーズ
協会見本市への参加など、これまで
継続してきた国内外の観光客誘致活
動の更なる充実を図ります。

３　組織体制を強化し、新たなにぎ
わいづくり等の検討を行い、観光客
誘致の促進を行います。

インバウンド受入応援商談会
　外国人観光客受入に取り組みた
い広島の企業・店舗とインバウン
ド向け事業を行っている企業等を
つなぐ商談会です。

・開催時期　平成28年９月（２日間）
・会　　場　広島市中区

Tourism

当ビューローはメルボルンおよびブリスベ
ンで開催された JNTO 主催の訪日旅行セミ
ナーに継続して参加しています。近年オー
ストラリアからの訪日旅行数は増加傾向に
あり、特に広島へは一般旅行、教育旅行な
どで多くの方が訪れています。

原爆ドームと嚴島神社は平成 8 年（1996）
年 12 月にユネスコ世界遺産に登録されまし
た。登録 20 周年を機に国内外から多くの方
に来広いただけるよう PR していきます。

国 際 フ ィ ル ム コ ミ ッ シ ョ ナ ー ズ 協 会（AFCI
＝ Association of  Fi lm Commissioners 
International) の見本市に参加し、広島に映像
ロケを誘致します。

2016 
4月10日・11日　G7広島外相会合
4月19日～21日　IMEX 2016出展 （フランクフルト）
4月21日～23日　国際フィルムコミッ ショナーズ協会見本市出展（ロサンゼルス）
5月3日～5日　第40回ひろしまフラ ワーフェスティバル
7月17日～9月30日　広島湾ナイト クルージング
7月23日　2016広島みなと 夢 花 火大会/広島観光親善大使交代式
8月6日　ピースメッセージとうろう 流し
（8月）　浜田市親善訪問・沖縄親善訪 問
（9月）　ツーリズムEXPOジャパン/ VISIT JAPAN トラベルマート参加
（9月）　インバウンド受入応援商談会
10月18日～20日　IMEX America 2016出展（ラスベガス）
10月29日～11月13日　 広島城大 菊花展
（10月）　MICE・インバウンド広島 ネットワーク
11月17日～1月3日　ひろしまドリ ミネーション2016
（11月）　広島国際映画祭
（12月）　第26回国際ミーティング エキスポ(IME2016)出展

2017
（１月）　欧州旅行見本市参加
（1月）　東北地区＆中国・四国地区合 同コンベンション誘致懇談会
（2月）　観光・コンベンションセミ ナー/優良従業員表彰式・賛助会員交流会
（時期未定）　JNTO訪日旅行セミ ナー（オーストラリア）参加
（時期未定）　第38回北広島市親善訪 問
（時期未定）　ホノルル姉妹都市親善 訪問

公益財団法人広島観光コンベンションビュー　ロー平成２8年度事業計画が決定しました
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実行委員長　大東和　武司
（広島市立大学国際学部教授）

■開催日／平成28（2016）年7月9日（土）・10日（日）
■会　場／広島市立大学国際学部
●問い合わせ先
　広島市立大学国際学部�大

おお

東
とう

和
わ

�武司�研究室
　〒731-3194　広島市安佐南区大塚東3-4-1
　TEL�082-830-1505（国際学部事務分室）
　E-mail�ohtowa@intl.hiroshima-cu.ac.jp
　詳細は、学会ウェブサイトをご覧ください。
　URL�http://www.mne-jp.org/

�　多国籍企業学会は、1972年に創設された
多国籍企業研究会が2007年8月に発展的に
改組した学術団体です。多国籍企業(MNE)の
基礎理論･実証研究を目的として結成され、
我が国で最も歴史のある多国籍企業問題に関
する学際的研究集団です。日系企業の多国籍
化の進展とともに学際的研究を先駆的に進
め、多数の研究成果を発表しています。本年
は、通算50回となる記念すべき大会で、「歴
史と多国籍企業」をテーマとします。

第9回（2016年度）多国籍企業学会全国大会

大会長　山崎　正寿
（広島漢方研究会会長/
漢方京口門診療所所長）

■開催日／平成28（2016）年5月21日（土）・22日（日）
■会　場／広島県医師会館
■参加費／会員・非会員8,000円、学生4,000円
※市民公開講座のみのご参加は無料です。
●問い合わせ先
　第117回日本医史学会学術大会運営事務局
　株式会社メッド
　TEL�086-463-5344　FAX�086-463-5345
　E-mail�jshm-117@med-gakkai.org
　URL�http://jsmh.umin.jp/congress.html

　日本医史学会は、医学とその関連分野の歴
史を研究・発表する日本医学会の第一分科会
で100年以上の歴史をもっています。本学会
は広島県出身の富士川游や呉秀三によって設
立され、広島県に深い関わりをもった学会で
あり、今回第117回日本医史学会総会・学術
大会が広島の地で開催されるのは、大変意義
深くまた記念すべき学会となります。広島県
の生んだ先哲の事蹟やその成果をテーマにし
ました。多くの方の参加を待っています。

第117回日本医史学会総会・学術大会

会頭　秀　道広
（広島大学大学院医歯薬保健学
研究院皮膚科教授・医学部長）

■開催日／平成28(2016）年7月2日（土）・3日（日）
■会　場／ANAクラウンプラザホテル広島
●問い合わせ先
　第40回日本小児皮膚科学会学術大会運営事務局
　日本コンベンションサービス株式会社�関西支社内
　〒541-0042　大阪市中央区今橋4-4-7�
　京阪神淀屋橋ビル2F
　TEL�06-6221-5933　FAX�06-6221-5938　�
　E-mail�40jspd@convention.co.jp
　URL�http://www2.convention.co.jp/40jspd/

　日本小児皮膚科学会は、皮膚科医と小児科
医が一堂に会し、小児の皮膚疾患について議
論する場です。記念すべき40回目の学術大
会を広島で開催することになり、メインテー
マを「小児皮膚科学の学びなおし」としまし
た。本大会では、皮膚疾患における時間軸、
小児の発達、さらには親のあり方など、小児
皮膚科学ならではの講演・シンポジウムを用
意し、大会参加により広く、深みのある診療
を実現できることを目指します。

第40回日本小児皮膚科学会学術大会

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‚000円です
内容は季節に
より変わります。



Vol.102 APR.2016

5

※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

名　　　称 会　　　場 会　　期
国内

参加者
（人）

海外
参加者
（人）

参加
国数

第117回日本医史学会総会・学術大会 広島県医師会館 5月21日・22日 500 0 1
第40回日本小児皮膚科学会学術大会 ANAクラウンプラザホテル広島 7月 2日・3日 800 0 1
第9回 (2016年度）多国籍企業学会全
国大会 広島市立大学国際学部 7月 9日・10日 170 10 6

全国地域リハビリテーション合同研修大
会広島2016 広島市文化交流会館 7月23日・24日 300 0 1

平成28年度全国高等学校総合体育大会
広島市総合屋内プール、福山市緑
町公園屋内競技場、広島県立総合
体育館

7月26日～ 8月20日 233,000 0 1

第40回全国高等学校総合文化祭 広島市、呉市、三原市、尾道市、福山
市、三次市、東広島市、廿日市市 7月30日～ 8月 3日 20,000 60 4

コンベンションカレンダー［平成28年5月～7月］
●会議

�　３月10日（木）から15日（火）まで、当ビューロー増川
一幸専務理事を団長とする親善訪問団が広島市長の親書を
携えて姉妹都市ホノルルを訪問しました。
　一行はロイ・アメミヤ　ホノルル市行政長官などへの表
敬訪問、ホノルルおよびワヒアワ・ワイアルアの両広島県
人会主催の交流会出席に加え、地元ラジオへの出演を通じ
て交流を深めたほか、「第22回ホノルルフェスティバル」に

も参加。最終日のグランドパレー
ドでは沿道のホノルル市民の大声
援をいただきました。
　広島市の最初の姉妹都市である
ホノルル市への親善訪問の歴史は
長く、今回で51回目を数えます。
このご縁を大切に、今後も同市と
の交流を深めてまいります。

姉妹都市ホノルルを親善訪問

ロイ・アメミヤ  ホノルル市行政長官（左から2人目）と親善訪問団
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　1月19日（火）、東京都千代田区の都市センターホテルで、東北と中国四
国両地区のコンベンションビューローや観光協会等28組織により開催された
「東北地区＆中国四国地区合同 コンベンション誘致懇談会」に参加しました。
東北地区との合同開催は初めての試みですが、首都圏の112企業・団体、171
名の学協会や大会主催者・大会コーディネーター等にご来場いただくことが
でき、会場は大いに賑わいました。会場内に設けられた「地酒コーナー」では、
両地区の各都市自慢の地酒が並ぶ中、嬉しいことに広島の酒は真っ先に無く
なるほどの大人気でした。
　広島ブースにも多くの方にお越しいただき、MICE誘致に向けた面談を行い

ました。「もみじ饅頭」を試食いただきながら気楽な雰囲気で情報交換を行うことで、面談者との距離を縮めることがで
きたのではないかと思います。
　引き続き、今回の面談者に対して情報交換や誘致活動を行い、広島でのMICE開催件数増加に取り組みます。

　1月29日（金）・30日（土）の2日間、「グローバルMICE強化都市」広島に
対する観光庁からの支援の一環として、国際コンサルタント会社Gaining 
Edge社によるMICE誘致力強化のためのコンサルティングを受けました。
広島のブランドイメージ構築とMICE誘致活動戦略計画の策定
　広島は、世界的に知られた平和都市であるとともに、二つの世界遺産を
持つ緑豊かな美しい水の都であり、都市機能と会議施設の高い利便性を誇
り、さらに山や海などの自然を活用したさまざまなアクティビティーが可
能であるなど、MICE都市として稀有な魅力を持っています。広島市と当
ビューローは、Gaining Edge社の専門家からアドバイスを受けて、こうし

た広島独自の強みをより効果的に伝えるブランドイメージ構築と誘致活動の戦略計画策定に取り組んでいます。昨年9月
に続いて2回目の広島訪問となる今回は、アドバイザーから進捗状況の確認と今後の検討に向けたアドバイスを受け、取
り組みを進めました。
ロールプレイング形式による視察対応セミナー
　今回は、ホテル・会議施設等MICE関係者も参加しての視察対応セミナーも
行われました。MICE誘致においては、視察のために広島を訪れる主催者に広
島をいかに印象付けるかが成否を左右することとなります。このセミナーで
は「会議の内容や開催地に求められる要件は何かということを十分にリサー
チし、相手が求めているものを提供すること」など、視察対応の留意事項を
アドバイザーから学んだ後、実際にロールプレイング形式でトレーニングを
行いました。海外の会議主催者が広島を国際会議開催候補地として視察する
という想定で、主催者役の参加者に対して、会議施設・ホテルの担当者が1時間にわたってすべて英語で案内を行いまし
た。担当者の英語力やレイアウト図を用いて説明した配慮などがアドバイザーから高く評価され、また今後改善できる
ポイントについても的確な指摘がありました。
　このセミナーを通じて、広島が国際会議開催地として選ばれるためには、広島市、当ビューロー、会議施設・ホテル
等が「チーム広島」となって、都市全体で受け入れることが大切であると実感しました。今後視察対応を行うにあたっ
ては、今回学んだことを念頭に、視察先の会議施設やホテル等と十分に打ち合わせをして臨み、主催者の立場に立って
求められる情報を提供していきます。
　この度のコンサルティングを活用し、会議施設・ホテル等関係者と一致協力してMICE誘致力強化を図ってまいります。

　東北地区＆中国四国地区合同 コンベンション誘致懇談会

　グローバルMICE強化都市  広島－海外MICEアドバイザー訪問



平成27年度　観光・コンベンションセミナー
　　　　　 優良従業員表彰式・賛助会員交流会
平成28(2016)年2月8日（月）　於 ANAクラウンプラザホテル広島
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　消費トレンド研究の第一人者として知

られる、流行仕掛け研究所代表�島
しま

田
だ

� 始
はじめ

氏を講師にお迎えし、昨年を上回る196

人の方にご出席いただきました。島田氏

は「観光商品にも賞味期限がある」、「伝

統は守るものではない、壊すものだ！」

「人に笑われる企画を考えろ」など、斬

新なフレーズを用いて、現状に安住せず、

常に先を読んだ新たなニーズを創出する

ことの大切さを強調されました。コース

の最後にお茶漬けを出す京都のフレンチ

レストラン、伝統の祭りにICT企業が参

入した青森の「ハイパーねぶた」など、

具体的な事例を用いたお話は大変興味深

く、出席者からは、セミナー終了後も

「もっと話を聞きたい」という声が多く

寄せられました。

観光・コンベンションセミナー　
「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～

　　　　講師　島田　始　氏　
　　　（流行仕掛け研究所代表）　

　当ビューローの賛助会員企

業・団体に長年勤務され、観光

事業及びコンベンション振興事

業の発展に寄与された15企業・

団体の39人の方々が、当ビュー

ロー深山理事長から優良従業員

として表彰を受けられました。

　おめでとうございます！
　優良従業員表彰式　－ 15 企業・団体　39 人－

　賛助会員交流会

　優良従業員表彰式に続いて開催

された賛助会員交流会には、当

ビューロー会長である松井広島市

長、深山理事長、仁田・下村両副

理事長を始め、賛助会員企業・団

体の144人の方々にご参加いた

だき、セミナーの島田講師も交

えて、活発な情報交換や交流が

行われ、大いに盛り上がりまし

た。

　2月8日（月）、賛助会員の皆様の情報交換や、新たなビジネスチャンスのきっかけづくりの場として毎年好評をいた
だいている「観光・コンベンションセミナー」と「優良従業員表彰式・賛助会員交流会」を開催し、多くの方にご参
加いただきました。

深山理事長と受賞者の皆様
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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―

平安貴族の装いで宮島散策

　平清盛が現在の原型となる嚴島神社の造営を行ったのは

平安時代の後期にあたる1168年のことです。当時の貴族の

女性は、「壺
つぼ

装
しょう

束
ぞく

」といわれる優雅な装いで外出していま

した。裾がつぼんでいる形からこの名がついています。

　宮島では、全国でも珍しい「壺装束」の着付けを体験す

ることができます。平安貴族の衣裳を身にまとっての紅葉

谷や大聖院の散策は、海外からのお客様にも好評です。

　壷装束のほか、通常の着物のレンタルも可能で、アフター

コンベンションを華やかに演出することができます。過去

に宮島で国際会議の懇親会を開催し、平成27年度にJNTOの

「国際会議誘致・開催貢献賞」を受賞した「2014パワーエ

レクトロニクス国際会議」では、壺装束の通訳が参加者を

もてなし、参加者には浴衣を着て散策や食事を楽しんでい

ただくなどの日本文化体験（写真下）が大変喜ばれました。

　宮島での特別なおもてなしの一つとしてご検討ください。

平安装束で宮島散策
内         容　平安衣裳体験・着物レンタル
問合せ先　みやじま紅葉の賀
　　　　　廿日市市宮島町 406-2 階五重塔の丘下
　　　　　TEL　090-4650-1795
                       E-mail heian@momijinoga.jp
                       URL  http://momijinoga.jp/

2016広島観光親善大使の募集を5月1日（日）から開始します。
市内外の観光キャンペーンや親善訪問などで広島をPRしませんか？
募集人数 �3人
募集期間 �平成28（2016）年5月1日（日）〜5月25日（水）
応募資格 �次のいずれにも該当する人
①年齢18歳（平成28（2016）年7月23日現在）以上で、広島の観光に関心があり、
　その発展に熱意を持っている人。　※未婚、既婚及び性別を問いません。
②広島市内に在住若しくは通勤・通学している人。
③平成28（2016）年7月23日（土）から約1年間60回程度の行事に参加できる人。
申し込み �応募申込書は、5月1日（日）から（公財）広島観光コンベンションビューローホームページ（http://www.hcvb.city.
hiroshima.jp/navigator/hcvb/）からダウンロードできるほか、平和記念公園レストハウス内観光案内所、市役所市民ロビー、
区役所でも配布する予定です。

2016広島観光親善大使を募集します

問い合わせ先  
（公財）広島観光コンベンションビューロー観光振興部
TEL 082-247-6916
E-mail kankou@hiroshima-navi.or.jp広島観光親善大使

広島観光親善大使の活動は
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。


