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入場制限エリア 入場者定員
中央物揚場 約 2,000人

１ 万トンバース
（協賛者席を除く） 約１0,000人

2016
広島みなと 夢 花火大会

 ~花火ミュージアム~
入場制限について

　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、入場を制限いたしますので、ご協力ください。

19:00
19:55

7月23日（土）
（雨天決行。台風等により当日開催できな

い場合は、中止又は8月27日（土）に延期）
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。
※ドローン等での飛行、撮影はお断りいたします。

広島港１万トンバース

写真は昨年のものです
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　5月27日午後5時20分過ぎに平和記念
公園に到着したオバマ大統領は、平和記
念資料館の特設展示を見た後、原爆死没
者慰霊碑に花輪を手向け、犠牲者を追悼
しました。
　「広島は真実を教える」、「1945年8
月6日の記憶は風化させてはならない」、
「核を保有する国々は、核兵器のない世
界を追及する勇気を持たなければならな

い」と、原爆の惨禍に思いをはせ、希望
を語った大統領のスピーチと、大統領が
被爆者と握手を交わし、その言葉に耳を
傾け、肩を抱き合う姿は、映像を通じて
全世界に届けられました。
　大統領が訪問を終えて平和記念公園を
発った後は、原爆慰霊碑を訪れる市民の
長い列が続きました。

　米英仏の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、核軍
縮・不拡散に一致して取り組む姿勢を
アピールする「広島宣言」を採択しま
した。
　外相会合は重要な会議の開催地とし
ての広島の機能性や安全性、豊かな文
化、市民のおもてなしの心等をPRす
る絶好の機会にもなりました。

国際平和都市広島を世界にPR
　4月10日・11日に広島で開催されたG7広島外相会合に続き、5月27日にオバマ大統領が現職の米
国大統領として初めて広島を訪問し、広島は文字通り世界の注目を浴びました。
　広島の地から世界に向けて発信された平和のメッセージが人々の心に刻まれた歴史的な訪問を機
に、多くの方を広島にお迎えし、「平和」「軍縮」をキーワードとする国際会議はもとより、あらゆる
分野の会議が数多く開催されるよう、広島の魅力を今まで以上にPRしてまいります。

G7広島外相会合 2016. 4.10 -11

オバマ米国大統領広島訪問 2016. 5. 27

写真提供：中国新聞社　2016.4.10
「2016年G7広島外相会合支援推
進協議会」の企画により実施した歓
迎のライトアップ

We have known the agony of war. 
Let us now find the courage, together, to spread peace and pursue a 
world without nuclear weapons. －平和記念資料館見学後のオバマ大統領の記帳より

オバマ大統領が記したメッセージ
と広島市に贈られた折り鶴は、8
月末まで広島平和記念資料館
に展示されています。

写真提供：広島市

写真提供：広島市
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　当ビューローでは、外国人観光客の受入れに取り組まれたい店舗・企業の皆さまに、インバウンド受入れ向けの
サービスを提供する企業を紹介する商談会を開催します。
　商談会と講演会・プレゼンテーションセミナーでインバウンドの最新の情報を入手することができ、また、様々
な分野の専門企業が皆さまの疑問にお答えします。
　さらに、商談会では予約優先時間帯を設け、ネットから事前に予約申込が可能です。
　多くの方のご来場をお待ちしています。

日時　平成28年9月15日（木）・16日（金）
　　　10：00 ～ 17：00
会場　広島国際会議場（平和記念公園内）
出展予定企業
　GetHiroshima ／（株）ぐるなび広島営業所／（株）ＮＴＴドコモ／（株）キングジム／
　（株）ゼンリン／（株）ザメディアジョン／（株）インターグループ広島支社／
　ひろしま通訳・ガイド協会（HIGA）／ Attractive JAPAN ／
　（一社）ジャパンショッピングツーリズム協会／（株）ヒト・コミュニケーションズ　ほか多数
こんな方におすすめです。
　・外国人観光客の受入れで売上をアップしたい。
　・今後、外国人観光客の受入れに取り組んでいきたいが、どこに相談したらよいか分からない。
　・外国人観光客対応にどれぐらいの費用がかかるか知りたい。
　・インターネットやフリーペーパーで自社を紹介したい。
　・訪日外国人観光客の現状に関心がある。

詳しくは広島観光コンベンションビューローの専用ページでご覧いただけます。
ＵＲＬ：http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb/inbound

参加
無料

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
－来てみて！放影研－みんな待っとるけぇね〜
　公益財団法人�放射線影響研究所（広島市南区）では、来たる8月5日（金）と6日（土）の2日間、
施設を一般公開します。
　当研究所の調査研究を分かりやすくご紹介するため、両日とも原爆放射線の健康に及ぼす影
響に関する展示、講演会、東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究に関する特別
展示等を行います。また、健康測定や電子顕微鏡などのデモンストレーション、「液体窒素の
実験」「DNAを見てみよう」などの体験コーナー、所内を巡るクイズ・スタンプラリー他、ご
家族でお楽しみいただけます。皆様お誘い合わせの上、ぜひ、ご来場ください（入場無料）。
日時：2016年8月5日（金）・8月6日（土）�9:00 〜 16:00�(入場15:30まで)
場所：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分おきに運行）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－広島港）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�・「東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究�–NEWS–」
　　　　�・「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」

講演会
５日 11:00〜12:00　「がん登録ってなあに？」

13:30〜14:30　「だから翻訳はおもしろい」（※）　※英語によるプレゼンテーション

6日 11:00〜12:00　「放射線ってなあに？」
13:30〜14:30　「だから統計学はおもしろい」

イベント 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

詳細につきましては、放射線影響研究所ホームページをご覧ください。
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/

インバウンド受入れ応援商談会
～外国人観光客で売上アップを目指す貴方へ、専門業社がお手伝いします !! ～

外国人観光客の受入れに取り組まれる店舗・企業向け
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■開催日／平成28（2016）年9月17日（土）〜
　　　　　19日（月・祝）
■会　場／広島国際会議場
■県民フォーラム／9月19日（月・祝）13:00〜14:00
　※県民フォーラムのみの参加は無料（申込み不要）
●問い合わせ先
　一般社団法人広島県歯科衛生士会
　TEL�082-544-5544　FAX�082-544-5545
　E-mail�h.dh@do.enjoy.ne.jp
　http://hiroshima.jdha.or.jp/mobile/

　日本歯科衛生学会は、人々の健康と福祉に
貢献することを目的とし、学術研究の場とし
て学術大会を開催しています。今年は、広島
県歯科衛生士会が共催し、広島国際会議場で

「口からはじまる健康長寿－多職種連携で支え
よう－」をメインテーマに開催します。
　県民フォーラムでは、広島東洋カープで活
躍した投手、池谷公二郎氏（野球解説者）に

「私の野球人生」と題してご講演いただきま
す。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

日本歯科衛生学会   第11回学術大会

実行委員長　安倍　学
（広島大学大学院
理学研究科教授）

大会長　浮田　瑞穂
（（一社）広島県歯科衛生士会

副会長）

■開催日／平成28（2016）年9月1日（木）〜3日（土）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第27回基礎有機化学討論会事務局
　実行委員長　安倍　学
　〒739-8526　東広島市鏡山1－3－1
　広島大学大学院理学研究科化学専攻
　反応有機化学研究室内
　TEL&FAX�082-424-7432
　E-mail�sympo-poc27@hiroshima-u.ac.jp
　URL�http://home.hiroshima-u.ac.jp/poc27/

　今日の基礎有機化学討論会につながる
系譜をたどると、「有機化学反応機構討
論会」（1950年第1回）と「構造有機化
学討論会」（1968年第1回）に到る。実
に65年の歴史を持ち，我が国の有機化
学の発展に果たしてきた役割はきわめて
大きい。毎回600名を越える参加者があ
り、講演・発表件数は380件を超える日
本の基礎有機化学を支える討論会であ
る。京都、つくば、仙台、松山を経て、
2016年は広島での開催になった。

第27回基礎有機化学討論会（第46回構造有機化学討論会、第66回有機反応化学討論会）

■開催日／平成28（2016）年9月7日（水）〜9日（金）
■会　場／広島大学�東広島キャンパス
■現地実行委員会／委員長�犬丸　啓（広島大学大学院工学研究院教授）
●問い合わせ先
　公益社団法人日本セラミックス協会　秋季係
　〒169-0073　東京都新宿区百人町2-22-17
　TEL�03-3362-5232　FAX�03-3362-5714
　E-mail�fall29@cersj.org
　詳細は学会ウェブサイトをご覧ください。
　URL�http://www.ceramic.or.jp

　日本セラミックス協会は、セラミック
スの産業及び科学・技術の発展を目的と
して1891年（明治24年）に創立された、
セラミックスに関するわが国唯一の総合
的な学術・産業共同の団体です。
　秋季シンポジウムは、セラミックス関
連分野における国内最大規模の研究討論
会です。先端的で注目度の高い研究分野
における発表を「特定セッション」とし
て特集しており、研究者の交流や情報交
換の場としても広く活用されています。

公益社団法人日本セラミックス協会　第29回秋季シンポジウム

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。
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広島断酒ふたば会
会長　中田　克宜

( 一社）広島青年会議所
理事長　高見　仁

■開催日／平成28（2016）年9月25日（日）
　　　　　10：00〜15：30
■会　場／広島国際会議場
■参加費／断酒会会員：1,000円
　　　　　一般：無料（昼食をご準備ください）
●問い合わせ先
　広島断酒ふたば会
　実行委員長　桃谷　竹信
　TEL�082-822-8110
　携帯�090-6831-0647

■開催日／平成28（2016）年10月6日（木）〜
　　　　　9日（日）
■会　場／広島国際会議場他広島市内各所
●問い合わせ先
　公益社団法人日本青年会議所第65回全国大会
　広島大会大会事務局
　〒730-0031　広島市中区紙屋町1-1-13�
　長崎ビル4F
　TEL�082-546-9098　FAX�082-546-9099
　E-mail�hiroshima@zenkokutaikai.com
　URL�http://hiroshima-kinsaiya.jp

■開催日／�平成28（2016）年10月21日（金）・� �
22日（土）

■会　場／リーガロイヤルホテル広島
●問い合わせ先
　第43回日本肩関節学会運営事務局
　日本コンベンションサービス（株）内
　TEL�06-6221-5933　FAX�06-6221-5938�
　E-mail:43jss@convention.co.jp
　URL���http://www2.convention.co.jp/43jss/

index.html

　広島断酒ふたば会は、昭和41年10月16日
に結成以来、歴代会長、会員、家族一同共
に力を合わせ酒害からの回復と啓発に全力
を注いできました。お蔭様をもちまして平
成28年10月16日、創立50周年を迎えます。
　これを記念して、創立50周年記念大会を
開催いたします。この度「アルコール健康
障害対策基本法」が公布されたことをふま
え、お酒の怖さを一人でも多くの方に知っ
ていただくための大会にしたいと考えてい
ます。

　本年10月6日（木）～ 9日（日）に公益社団
法人日本青年会議所第65回全国大会が広
島で開催されます。青年会議所はより良い
地域づくりをめざし、行政・市民の皆様と
力を合わせて、積極的にまちの課題に取り
組んでいます。全国各地から15,000名の
青年会議所メンバーが広島に集い、まちの
為ひとの為になる運動を各地に伝播するべ
く様々な企画を準備中です。市民の皆様が
参加出来る企画もありますのでご参加とご
協力を宜しくお願いいたします。

　第43回日本肩関節学会を2016年10月21
日（金）、22日（土）の2日間にわたって、G7
広島外相会合に引き続き、オバマ大統領が
訪問した「平和都市広島」で、開催させて
いただくことを大変光栄に存じます。本学
会のテーマは「覧故考新 - Regeneration -」
です。学問を通して世界平和に貢献できれ
ばと考えております。ご参加いただいた皆
様方にとって実り多き学術集会にしていた
だくことを切望いたします。 

特定非営利活動法人広島断酒ふたば会創立50周年記念大会

公益社団法人日本青年会議所　第65回全国大会広島大会

第43回日本肩関節学会

※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

会長　望月　由
（県立広島病院整形外科主任部長）
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■開催日／�平成28（2016）年10月21日（金）・��
22日（土）

■会　場／リーガロイヤルホテル広島
●問い合わせ先
　第13回肩の運動機能研究会運営事務局
　日本コンベンションサービス（株）内
　TEL�06-6221-5933　FAX�06-6221-5938
　E-mail:43jss@convention.co.jp
　URL:http://www2.convention.co.jp/43jss/13th/index.html

　第13回肩の運動機能研究会を2016年10
月21日（金）、22日（土）の2日間に亘って広
島で開催させていただくこととなりました。
本研究会は第43回日本肩関節学会に併せ開
催されますが、中四国の地での開催は初めて
であり、大変光栄に存じます。肩肘はらず、
肩を寄せ合い、多くの方々と肩について語り
あい、少しでも社会に貢献できる結果が得ら
れたらと考えております。皆様方にとって実
り多き研究会にしていただくことを切望いた
します。

第13回肩の運動機能研究会

■開催日／平成28年（2016）年10月22日（土）・23日（日）
■会　場／広島国際会議場
■大会長／森石　みさき（あかね会中島土谷クリニック　院長）
●問い合わせ先
　第19回在宅血液透析研究会運営事務局
　〒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
　TEL�06-6342-0212　FAX�06-6342-0214
　E-mail�jshhd19@nta.co.jp
　URL�http://web.apollon.nta.co.jp/jshhd19/

　在宅血液透析は医療関係者、患者の熱
い息吹を受けて、今、大きく飛躍する時
期を迎えました。そこで、今回の研究会
のテーマは「The time has come」－時
機到来－といたしました。この好機を得
て、如何にしてより充実した透析治療を
提供できるか、享受したいかを皆様と共
に考えたいと思っています。皆様のご参
加を、スタッフ一同お待ちしておりま
す。

第19回在宅血液透析研究会

■開催日／平成28（2016）年10月26日（水）〜
　　　　　28日（金）
■会　場／ JMSアステールプラザ
●問い合わせ先
　日本放射線影響学会第59回大会運営事務局
　〒730-0032　広島市中区立町1番24号
　（株）近畿日本ツーリスト中国四国広島支店内�
　TEL�082-502-0909　FAX�082-221-7039
　E-mail�jrrs59@or.kntcs.co.jp
　URL��http://jrrs59.jp

　「福島から５年、放射線影響学は今」を
テーマに、放射線影響学にとって特別の意
味を持つここ広島で、７回目となる大会を
開催します。全国から500人の研究者が集
い、基礎研究からフィールドワークや臨床
研究に至る幅広い議論が行われます。ま
た、広島・長崎の経験と学術が福島でどの
ように生かされてきたかをテーマとした市
民公開講座（申込不要・無料）を大会初日

（10月26日）の午後6時から開催予定です。

日本放射線影響学会第59回大会

大会長　稲葉　俊哉
（広島大学原爆放射線医科学

研究所教授）

会長　菊川　和彦
（マツダ病院整形外科部長）

　6月1日の「電波の日」及び5月15日から6月15日の「情報通信月
間」を記念した総務省中国総合通信局の式典が6月1日（水）にANAク
ラウンプラザホテル広島で開催され、広島県、広島市とともに、当
ビューローが「情報通信月間表彰」を受けました。昨年12月に開
催された国際会議「情報通信の開発指標を考える国際シンポジウム
（WTIS-15）」における、歓迎行事の開催を始めとする開催支援が評
価されたものです。
　今回の受賞を励みに、これからも国際会議の開催支援を誠心誠意
行ってまいります。

平成 28年度電波の日・情報通信月間記念式典で表彰を受けました

菊池 昌克中国総合通信局長（左）から表彰
を受ける当ビューローの増川 一幸専務理事
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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

日本モンテッソーリ学会 リーガロイヤルホテル広島 8 月 8 日～10日 600 1 2
第27回基礎有機化学討論会 広島国際会議場 9 月 1 日～ 3 日 600 2 3 
日本セラミックス協会第29回秋季シンポジウム 広島大学東広島キャンパス 9 月 7 日～ 9 日 1,196 5 4 
日本応用糖質科学会大会28年度大会(第65回)・
応用糖質科学シンポジウム 福山大学宮地茂記念館 9 月14日～16日 500 − 1 

日本歯科衛生学会第11回学術大会 広島国際会議場 9 月17日～19日 2,000 − 1 
広島断酒ふたば会創立50周年記念大会 広島国際会議場 9 月25日 1,000 − 1 
公益社団法人日本青年会議所第65回全国大会
広島大会 広島国際会議場ほか 10月 6 日～ 9 日 15,000 100 10 

第43回日本肩関節学会/第13回肩の運動機能研究会 リーガロイヤルホテル広島 10月21日・22日 1,000 10 3
第19回在宅血液透析研究会 広島国際会議場 10月22日・23日 700 − 1 

コンベンションカレンダー ［平成28（2016）年8月～10月］
●会議

　4月19日（火）〜 21日（木）ま
で、ドイツ・フランクフルトで
開催された世界最大規模の国際
コンベンショントレードショー
「IMEX2016」に出展し、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。
�　「G7広島外相会合」直後の開催ということもあり、外相
が集合した写真のパネルを作成し展示したところ、主に関係
国からのバイヤーから好反応があり、広島への注目度の高さ
を実感しました。
　IMEXには毎年継続して出展しており、バイヤーの好みの
傾向にあわせて瀬戸内海の魅力を生かしたアクティビティー
やグルメの情報を拡充して紹介したところ大きな反響があり
ました。
　今回の商談相手に対して継続して誘致活動を行い、MICE
の広島誘致につなげていきたいと思います。
　

　4月21日（木）〜 23日（土）まで、国際フィルム・コミッ
ショナーズ協会（AFCI）が主催し、世界のフィルム・コミ
ションが参加するトレードショー「AFCIロケーションズ&グ
ローバル・ファイナンス・ショー」がロサンゼルスで開催さ
れました。広島フィルム・コミッションはAFCNet（アジア・
フィルム・コミッション・ネットワーク）のブースで、広島
へのロケ誘致を行ったほか、これまで参加してきたトレード
ショーや映画祭で面識のある監督や、新たに広島ロケの予定
があるプロデューサーとの個別面談を含め、合計11人と商
談しました。
　広島ロケのある映画企画3件については、具体的な打合せ
もできました。今後とも広島ロケの実現に向けて引き続き努
力していきます。

ＩＭＥＸ2016（フランクフルト） 「AFCIロケーションズ&
グローバル・ファイナンス・ショー」

トレードショー出展報告
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第16回広島国際アニメーションフェスティバル 
 8月18日（木）〜22日（月）JMSアステールプラザ

　1985年の設立以来2年に一度の開催を続けている広島国際アニメーションフェスティ
バルは、国際アニメーションフィルム協会（ASIFA）及び米国アカデミー賞の公認を得て
いる、世界でも重要な地位を占める国際映画祭です。
　国際的に最高質と定評のあるコンペティション（公開審査）のほか、国際名誉会長ジャ
ン=フランソワ�ラギオニーの特集、また、世界／日本プレミア上映を含む数多くの特別
プログラムの上映やセミナー、展示など、子どもから大人まで幅広く楽しめる内容を準
備しています。
　広島でしか観ることのできない各国の作品も多数あります。珠玉のアニメーションの
世界を是非、お楽しみください！

問い合わせ先　� 広島国際アニメーションフェスティバル実行委員会事務局
� � 〒730-0812�広島市中区加古町4-17�ＪＭＳアステールプラザ内
� � �TEL：082-245-0245　FAX：082-504-5658
� � �E-mail：hiroanim@hiroanim.org　URL：http://hiroanim.org/

広島湾ナイトクルージング　オープニング記念乗船会
期 日　平成28年7月17日（日 ）
コ ー ス〔運航会社・運行時刻等（※広島港以外での乗下船はできません。）〕
 ア　江田島汽船 広島港 → 三高港 → 広島港
  （18:00） → （18:40/18:45） → （19:25）
 イ　上村汽船 広島港 → 切串港 → 広島港
  （18:05） → （18:35/18:40） → （19:10）
 ウ　似島汽船 広島港 → 似島港 → 広島港
  （18:30） → （18:50/19:00） → （19:20）
募 集 人 数 小学生とその保護者を無料招待　各便共5組計15組
申し込み方法  住所、お名前（小学生名、保護者名）、お電話番号、希望コー

スを記載して、はがきで実行委員会に申し込んでください。
申し込み期限 平成28年7月5日（火）消印有効
申込・問合せ先 広島湾ナイトクルージング実行委員会
 （公財）広島観光コンベンションビューロー内
 〒730-0811 広島市中区中島町1番1号
 TEL 082-247-6805  （平日9:00~17:45）

記念乗船会のご案内
瀬戸内海の夕景とライトアップを楽しむ
「広島湾ナイトクルージング」のオープニ
ング記念乗船会に、小学生とその保護者
を無料でご招待します。

　広島の魅力を市内外にＰＲする「2016広島観光親善大使」は、6月8日
（水）の最終審査の結果、石橋�香乃（いしばし�かの）さん、明知�里奈（めいち�
りな）さん、福山�桃子（ふくやま�ももこ）さんに決定しました。3人は7月23
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年間にわたって、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事業や観光に関するイベントに広島観光親
善大使を派遣しています。司会、式典（イベント）の補助、市内外での観光
ＰＲをご希望の方は観光振興部までお問い合わせください。

� 問い合わせ先　観光振興部　観光交流・フィルムコミッション担当　　　　
� TEL�082-247-6916��E-mail�kankou@hiroshima-navi..or.jp

２０１６広島観光親善大使決定！

（左から）石橋 香乃さん、明知 里奈さん、
福山 桃子さん




