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ひろしまドリミネーション2016
2016年11月17日（木）〜2017年１月３日（火） 点灯時間17:30〜22:30

平和大通り南北緑地帯（平和大橋東詰ー田中町交差点）、元安川左岸、アリスガーデン、東新天地公共広場ほか

問い合わせ先　ひろしまライトアップ事業実行委員会事務局事業推進本部（公益財団法人広島観光コンベンションビューロー内）
　　　　　　　TEL 082-247-6805  FAX 082-247-6917　公式URL http://www.dreamination.com

（画像はイメージです）

平和大通り南緑地帯にオープンカフェが新登場！
散策途中の休憩に温かい飲み物とスイーツをお楽しみいただけます。

Sweets Café

■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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原爆ドーム　嚴島神社
世界遺産登録20周年

　平成8（1996）年12月、ユネスコ第20回世界遺産委員会メリダ会議で、原爆ドームと嚴島神社が世界遺産に登録されて、今年
で20周年を迎えます。これに伴いさまざまな記念イベントが開催されます。この機会に、二つの世界遺産の歴史に触れ、未来
への想いを新たにしていただければと思います。

原爆ドーム
Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)

指定範囲
原爆ドームの所在する地域/約0.39ヘクタール
概要
人類史上初めて使用された核兵器の惨禍を如実に
伝える建造物（旧広島県産業奨励館）。時代を超え
て核兵器の廃絶と世界の恒久平和の大切さを訴え
続ける人類共通の平和記念碑といえる。

嚴島神社
Itsukushima Shrine

指定範囲
社殿を中心とする嚴島神社と、前面の海および背
後の弥山原始林（天然記念物）を含む森林の区域/約
431.2ヘクタール
概要
広島県、瀬戸内海に浮かぶ宮島は、太古から信仰の
対象とされ、12世紀の平清盛時代に全盛をきわめた。
現存する13世紀からの主要殿舎を中心に、中世以降
その周辺に建てられた建造物が、海水の浸食と戦い、
修復されながら今に伝えられている。前景には海を、
背景には神の山とされる弥山を配し、独特の景観を
つくり出しており、前景の海と背後の森林区域もあ
わせて遺産の範囲とされている。

世界遺産登録20周年観光キャンペーン（広島市観光政策部、廿日市市観光課）

世界遺産とは：地球の生成と人類の歴史によって生み出さ
れ、過去から現在へと引き継がれてきたかけがえのない宝
物です。現在を生きる世界中の人びとが過去から引継ぎ、
未来へと伝えていかなければならない人類共通の遺産で、
1972 年の第 17 回 UNESCO 総会で採択された世界遺産条
約（締約国は 191 カ国）の中で定義されています。
2015 年 12 月現在の登録件数： 1031 件
文化遺産 802 件、自然遺産 197 件、複合遺産 32 件

パネル展「建築家ヤン・レツルと世界遺産」
　●期�間：開催中（平成29（2017）年3月まで）
　●場�所：おりづるタワー 12階
世界遺産登録20周年記念巡回企画展
会場 期　間 場　所

東京 12月7日（水）〜 11日（日） 広島ブランドショップ「TAU」
3Fイベントスペース

京都 12月14日（水）・15日（木） ＪＲ京都駅駅前広場
広島 12月19日（月）〜 22日（木）シャレオ中央広場

原爆ドーム～嚴島神社ウォーキングイベント
　●日�時：12月18日（日）9:00~15:00
　●コース：原爆ドーム〜嚴島神社間約20km
　（宮島口桟橋〜宮島桟橋間はフェリー乗船）
世界遺産登録20周年記念フードイベント（仮称）
　●期�間：10月29日（土）・30日（日）
　●場�所：旧市民球場跡地
世界遺産登録20周年観光キャンペーン光の演出
　●期�間：12月から
　●場�所：原爆ドーム周辺
（以上の問い合わせ先　広島市観光政策部082-504-2243）

嚴島神社世界遺産登録20周年記念　宮島スタンプラリー
　●期�間：12月1日（木）〜平成29（2017）年1月31日（火）
　●場�所：宮島スタンプラリー
嚴島神社世界遺産登録20周年記念　舞楽
　●日�時：12月6日（火）　午後
　●場�所：嚴島神社高舞台（雨天時は祓殿）
嚴島神社世界遺産登録20周年記念　宝物名品展
　●期�間：11月24日（木）〜 12月18日（日）
　●場�所：嚴島神社宝物館
嚴島神社世界遺産登録20周年記念
　　　　　　　　宮島表参道商店街『あかり』
　●期�間：開催中（平成29（2017）年3月31日（金）まで）
嚴島神社世界遺産登録20周年記念
　　　　　　　　宮島町家通りの『行灯』
　●期�間：開催中（12月22日（木）まで）

（詳しいことは嚴島神社世界遺産登録20周
年記念事業実行委員会ホームページをご覧
ください。）
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ひろしまドリミネーションが光のおもてなし

こんにちは！20１６広島観光親善大使です。
　7月23日の「2016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、石橋�香
乃さん、明知�里奈さん、福山�桃子さんが「2016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などで活躍中の石橋さん、明知さん、福山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「2015広島観光親善大使」の坂田�奈々子さん、川﨑�萌菜さん、山下�理恵
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）

石橋　香乃（いしばし かの）さん（22）
　趣味・特技：旅行、水泳、華道

明知　里奈（めいち りな）さん （2１）
　趣味・  特技：アナウンス、書道

福山　桃子（ふくやま ももこ）さん （2１）
　趣味・  特技：歌、食べ歩き

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

　7月6日（水）から8月13日（土）まで、「光の花畑」や「プ
ラチナドラゴン」などひろしまドリミネーションのオブ
ジェが、瀬戸内海を越えて、愛媛県松山市の「光のおも
てなしin松山城20１６」に登場しました。松山市へのオブ
ジェ提供は、広島市と松山市の広域連携の一環で昨年か
ら行われているもので、今年は「松山城×ひろしまドリ
ミネーションプレミアム企画」として昨年よりスケール
アップした25のオブジェが松山城と城山公園を彩り、松
山市民や観光客の目を楽しませるとともに、「ひろしまド
リミネーション」を大いにPRしました。

　今年、12月に世界遺産登録20周年を迎える「原爆ドーム」
を背景とした特作花壇「秋の平和記念公園」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。

広島城大菊花展を開催します

期 間　10月29日（土）〜 11月13日（日）10:00 〜 16:30�
　　　　　　　ただし初日（10月29日）は10:30から開会式
　　　　　　　最終日（11月13日）は16:00まで
場 所　広島城二の丸、三の丸
催 物　筝曲コンサート（10/29、11/3、11/5）
　　　　　菊づくり講習会（10/30、11/6、11/12）
問い合わせ先　広島祭委員会事務局事業推進本部（観光振興部内）
　　　　　　TEL��082-247-6805��
　　　　　　E-mail�kankou-2@hiroshima-navi.or.jp�

昨年の特作花壇「広島 秋景色」

松山城で
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実行委員長　小田　清和
（広島弁護士会）

■開催日／平成28（2016）年11月5日（土）・6日（日）
■会　場／広島大学霞キャンパス　広仁会館
●問い合わせ先
　特定非営利活動法人日本咀嚼学会第27回学術大会事務局
　〒170-0003　
　東京都豊島区駒込1-43-9　駒込TSビル
　（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部内
　TEL 03-3947-8761　FAX 03-3947-8873
　E-mail�smshp27@kokuhoken.jp
　URL�http://lynx-dent.com/jsmshp27/

　日本咀嚼学会第27回学術大会を広島で開催
いたします。「健康社会を創る食と咀嚼を考
える」をテーマに、健康長寿のための栄養の
経口摂取の重要性と多職種連携の必要性を
発信します。6日の12:30 ～ 14:00には、市民
フォーラム「咀嚼機能と全身の健康」を開催
し、地元市民の皆様に「咀嚼がつくる健康長
寿」と「よく咀嚼して味わおう」について分
かりやすくご講演いただく予定です。皆様の
ご来場をお待ちしております。

日本咀嚼学会第27回学術大会

大会長　津賀　一弘
（広島大学大学院医歯薬保健学

研究院教授）

■開催日／平成28（2016）年11月4日（金）
■会　場／ホテルグランヴィア広島
●問い合わせ先
　広島弁護士会事務局
　〒730-0012�広島市中区上八丁堀2-73
　広島弁護士会館
　TEL�082-228-0230

　広島弁護士会では，第14回高齢者・障
がい者権利擁護の集いを開催し、地域包
括ケアシステムの現状についての調査報
告や、今後のシステムのあり方を議論い
たします。参加をご希望の方は、広島
弁護士会のウェブサイト（https://www.
hiroben.or.jp/kouen_info.php#235）から
申込書をダウンロードの上、平成28年9
月20日までにお申込みいただきますよう
お願いします。（シンポジウムについて
は当日参加も可能です。）

第14回高齢者・障がい者権利擁護の集い~地域包括ケアシステムと権利擁護～

実行委員長　川内　秀之
（島根大学医学部耳鼻咽喉科学

講座教授）

■開催日／平成28（2016）年11月12日（土）・
　　　　　13日（日）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　島根大学医学部�耳鼻咽喉科学講座
　〒693-8501　島根県出雲市塩冶町89-1
　TEL�0853-20-2273　FAX�0853-20-2271
　E-mail�senmoni30@congre.co.jp
　URL�http://www.congre.co.jp/senmoni30/

　日本耳鼻咽喉科学会は、耳鼻咽喉科・頭
頸部外科学に関し、国民に良質な医療を提
供するとともに国内外の学術振興に寄与し
てきました。現在、総会員数は10,000名を
超え、質の高い医師の育成のための専門医
制度を運営し、産業・環境保健、福祉医
療、保険医療など社会医療にも熱心に取り
組んでいます。30回目を迎える専門医講習
会では、全国から2,000名以上の参加者が
一堂に会し、講演プログラムと実技講習を
開催する予定です。

第30回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会

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‚620円です
内容は季節に
より変わります。
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世話人　楯　真一
（広島大学大学院理学研究科教授）

■開催日／平成28（2016）年11月16日（水）〜
　　　　　18日（金）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第55回NMR討論会事務局
　〒102-0072
　東京都千代田区飯田橋3-11-15UEDAビル6F
　株式会社クバプロ内
　TEL�03-3238-1689　FAX�03-3238-1837　
　E-mail�nmr55@kuba.jp

■開催日／平成28（2016）年11月17日（木）・18日（金）
■会　場／リーガロイヤルホテル広島
●問い合わせ先
　運営事務局
　日本コンベンションサービス株式会社
　〒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�43jsrm@convention.co.jp
　URL�http://www2.convention.co.jp/43jsrm/

　国内の核磁気共鳴分光法（NMR）研究者
が一堂に会し、NMRを用いた多様な研究
の先端的成果に関して議論を行います。研
究分野は、個体物性、天然物化学、高分子
化学、創薬科学、生命科学からMRIまで広
範囲に及びます。海外からは、ビッグデー
タを併用するNMRによる創薬研究や、創
薬標的となる膜タンパク質のNMR構造解
析を専門とする著名な研究者が参加し、医
療への応用を目指した最新のNMR研究の
例も紹介されます。

　本学会はマイクロサージャリー（微小外科手
術）を専門とする整形外科医，形成外科医の集
まりです。マイクロサージャリーとは顕微鏡
下で行う手術のことで、微小血管、末梢神経、
リンパ管が主な対象で、わかりやすい例とし
ては切断された指をつないで再び使えるよう
にするというものがあります。本学術集会に
は約800名の参加が見込まれ、今回はテーマを

「極める」とし、本手術手技とそれに基づくア
イデアについて研究発表を行います。

第55回NMR討論会

第43回日本マイクロサージャリー学会学術集会

会長　砂川　融
（広島大学大学院医歯薬保健学

研究院教授）

※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

実行委員長　高橋　寛
（愛媛大学大学院理工学研究科

教授）

■開催日／平成28（2016）年11月21日（月）〜24日（木）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第25回アジアテストシンポジウム実行委員会
　実行委員長　井上智生（広島市立大学）
　　　　　　　高橋寛（愛媛大学）
　TEL�082-830-1575　FAX�082-830-1574
　E-mail�ats16-gc@aries30.cse.kyutech.ac.jp
　URL�http://aries3a.cse.kyutech.ac.jp/~ats16/
　URL http://www.ieee-wrtlt.org/2016/

　アジアテストシンポジウム（Asian 
Test Symposium）は、コンピュータシ
ステムの設計とテスト（正常動作を確
認・保証すること）を議論する国際会議
の一つです。第1回は1992年に広島で開
催され、本年は25回を記念してここ広島
で再び開催することとなりました。世界
中の大学・企業から多くのコンピュータ
関連の技術者・研究者が参加します。関
連する国際ワークショップWRTLTもあ
わせて開催されます。

第25回アジアテストシンポジウム/ The 25th IEEE Asian Test Symposium
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■開催日／平成28（2016）年11月27日（日）
■会　場／広島市文化交流会館
●問い合わせ先
　一般社団法人日本内科学会
　〒113-8433　文京区本郷3-28-8
　TEL�03-3813-5991
　FAX�03-3818-1556
　E-meil�naika@naika.or.jp

　本講演会は、「注目すべき新興ウイルス感
染症」、「日常遭遇することの多いウイルス感
染症 肝炎領域」、「日常診療で注意すべきウ
イルス感染症」の3つのセッションからなり、
それぞれの領域での注目される感染症につい
て、内科医として知っておくべきことを専門
家の先生方にお話しいただきます。
　参加される皆様にとって、感染症および日
常外来診療での実践の立脚点となるものと信
じております。

日本内科学会学術集会 第44回内科学の展望
「内科領域におけるウイルス感染症～ウイルス感染症に対する最新の知識と治療～」

会長　茶山　一彰
（広島大学大学院医歯薬保健学

研究院教授）

■開催日／平成28（2016）年11月28日（月）
　　　　　〜12月2日（金）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　第6回すばる望遠鏡国際会議開催地実行委員会
　委員長　川端�弘治
　〒739-8526　東広島市鏡山1-3-1
　広島大学�宇宙科学センター内
　TEL/FAX�082-424-5765
　E-mail�kawabtkj@hiroshima-u.ac.jp

　日本が誇る大型光学赤外線望遠鏡「すば
る」（主鏡径8.2m、米国ハワイ島マウナケア
山頂）を用いた最先端の天文学研究の成果を
集約・発信する当国際会議の第6回目にあた
り、国内では3回目、関東以外では初めての
開催になります。今回は、すばる望遠鏡が得
意とする広域観測を中心に、「進化する宇宙
のパノラマ」をテーマとして、140名程度の
参加者（約半数が外国人）による新成果の発
表・討論が予定されています。

第６回すばる望遠鏡国際会議「Panoramas of the Evolving Cosmos」

開催地実行委員会
委員長　川端　弘治

（広島大学宇宙科学センター准教授）

広島大学大学院工学研究院　
教授　中野　浩嗣

■開催日／平成28（2016）年11月22日（火）
　　　　　〜25日（金）
■会　場／東広島芸術文化ホール�くらら
●問い合わせ先
　〒739-8527�東広島市鏡山1-4-1
　広島大学大学院工学研究院教授�中野浩嗣
　TEL�082-490-4161�
　E-mail�nakano@hiroshima-u.ac.jp

　CANDARは広島大学の教員が主体となって
運営している国際会議で、2013年の第1回が松
山、第2回静岡、第3回札幌で開催されました。
第4回は2016年4月にオープンした「東広島芸
術文化ホール くらら」を会場に開催されます。
約200名の参加者（うち約50名の外国人）を見込
んでおり、ネットワーキングとコンピューティ
ングに関する約130件の発表がメインシンポジ
ウムと九つのワークショップに分かれて行われ
る予定です。

CANDAR 201６ International Symposium on Computing and Networking

実行委員長　原　隆浩
（大阪大学大学院 教授）

■開催日／平成28（2016）年11月28日（月）
　　　　　〜12月1日（木）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　Mobiquitous2016実行委員会
　現地実行委員　重安
　TEL/FAX�082-251-9818

　11月28日（月）～ 12月1日（木）に、広島国際会
議場において、モバイルコンピューティングに
関する国際会議であるMobiquitous2016を開催
いたします。本会議は今回で第13回目となりま
すが、毎回、世界各国からの優れた研究発表が
集まる当該分野の中でも注目度の高い国際会議
です。招待講演に世界トップレベルの研究者を
お招きするなど、今年度も参加者の皆様にとっ
て有益な会議となるものと信じております。

Mobiquitous201６
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組織委員長　吉田　総仁
（広島大学大学院工学研究院

特任教授）

■開催日／平成28（2016）年12月4日（日）〜8日（木）
■会　場／東広島芸術文化ホール�くらら
●問い合わせ先
　AEPA2016事務局
　〒739-8527�東広島市鏡山1-4-1
　広島大学大学院工学研究院弾塑性工学研究室内
　TEL�082-424-7540
　E-mail�contact@aepa2016.hiroshima-u.ac.jp
　�URL� http://aepa2016.hiroshima-u.ac.jp/
Home/Home.html

　AEPAは金属や樹脂の変形と破壊を扱う塑
性力学およびその工業的応用について最新の
研究成果が報告される国際会議です。1992年
の第1回（香港）以来，アジア・太平洋諸国で
隔年開催されて通算13回を数え、広島での開
催は1996年以来2回目です。アジア地域のみ
ならず欧米からも研究者・技術者が参加し、
最新の技術と研究について議論が交わされま
す。その内容は自動車・鉄鋼など広島地域の
製造業とも関わりが深いものです。

13th Asia-Pacific Symposium on Engineering Plasticity and Its Applications (AEPA201６)

公益財団法人広島県サッカー協会
会長　小城　得達

■開催日／平成29（2017）年1月7日（土）
　　　　　〜9日（月・祝）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　公益財団法人広島県サッカー協会
　事務局長　宗政　潤一郎
　TEL�082-212-3851　FAX�082-212-3852
　E-mail�hfa3851@do2.enjoy.ne.jp
　URL�www.hfa.or.jp

　公益財団法人日本サッカー協会主催の第10
回フットボールカンファレンスが広島で開催
されます。2年に一度、海外・国内（参加国数
20か国）合わせて約1,500名のサッカーライセ
ンス保持指導者が一堂に会し、日本サッカー
協会の取り組みの他、世界のトレンドや各国
の取り組みを共有できる貴重な機会となって
おり、共に将来に繋がる有意義な議論が行わ
れます。　

第10回フットボールカンファレンス

国際会議等MICE誘致力向上を目的とした
海外 MICE 専門家によるコンサルティングを受けました

―グローバルMICE強化都市事業―

コンベンション開催を支援します！

　広島市と当ビューローは、9月2日（金）・3日（土）の2
日間、観光庁の支援により海外MICE専門家からブラ
ンド構築等に関するコンサルティングを受けました。
あわせて今回は、MICE関係者の方々にも参加をいた
だき、効果的な誘致提案書の作成等についてアドバイ
スを受けました。このようなコンサルティングなどの
関連事業を積極的に展開し、MICE関係者の皆様とと
もに、「チーム広島」で国際会議等MICE誘致力向上
に取り組んでまいります。

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！

【主な支援の内容】
　●誘致助成金及び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　
　●神楽など伝統芸能等の提供
　●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　
　●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
　●行政等関係機関との連絡調整　
　●関係企業の紹介
　●JR駅・空港への歓迎看板の設置
　●大会のPR
　●各種観光パンフレット、「コングレスバック」
　●シャトルバス等の運行助成（NEW）   等の提供
　 （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
　　　　　　コンべンション振興部
　　　　　　TEL:082-244-4853

MICE関係者を含め29名が参加した誘致提案書の作成に関
するワークショップ（9月2日）

シャトルバス等
の運行助成も始
まりました！
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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14回高齢者・障がい者権利擁護の集い ホテルグランヴィア広島 11月 4 日 500 － 1

日本精神分析学会第62回大会 広島国際会議場、広島市文化交
流会館 11月 4 日～ 6 日 1,000 － 1  

日本咀嚼学会第27回学術大会 広島大学霞キャンパス 11月 5 日・6 日 100 － 1  

第37回全国クレーン安全大会 JMSアステールプラザ､メルパ
ルク広島（懇親会） 11月10日・11日 1,200 － 1  

第30回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会 広島国際会議場 11月12日・13日 2,000 － 1  
第43回日本マイクロサージャリ―学会学術集会 リーガロイヤルホテル広島 11月17日・18日 1,000 － 1  

第63回中国地区小学校長教育研究大会 JMSアステールプラザ、広島市
文化交流会館、広島国際会議場 11月17日・18日 800 － 1  

第25回アジアテストシンポジウム／The 25th 
IEEE Asian Test Symposium 広島国際会議場 11月21日～24日 80 70 15 

CANDAR 2016 International Symposium 
on Computing and Networking 東広島芸術文化ホール くらら 11月22日～25日 150 50 10 

日本内科学学術集会第44回内科学の展望 広島市文化交流会館 11月27日 1,500 0  1  
Mobiquitous2016 広島国際会議場 11月28日～12月 1 日 100 150 10
第 6 回すばる望遠鏡国際会議 広島国際会議場 11月28日～12月 2 日 70 70 5  
13th Asia-Pacific Symposium on Engineering 
Plasticity and Its Applications （AEPA 2016） 東広島芸術文化ホール くらら 12月 4 日～ 8 日 50 150 5  

第10回フットボールカンファレンス 広島国際会議場 1 月 7 日～ 9 日 1,000 100 20 
第26回日本消化器内視鏡学会中国セミナー 広島市文化交流会館 1 月 9 日 600 － 1  

コンベンションカレンダー ［平成28（2016）年11月～
� 平成29（2017）年1月］　

 クロサイの『ハナ』長寿世界記録 更新中 !　広島市安佐動物公園

広島市安佐動物公園のクロサイ『ハナ』は長寿世界一
　ケニア生まれ、 5歳のハナ（♀）が、安佐動物公園にやってきたのは、開園直前
45年前のことでした。そのハナが今年 7月に50歳の誕生日を迎え、歴代の長寿記
録を抜き、日々世界記録を更新中です。普段は、非公開の閑静な動物舎でのんび
り過ごしているハナですが、ちょっと遠目ながら、園路からご覧いただくことが
できます。また、毎月最終土曜日には、人数限定で近
くから会えるガイドツアーを実施しています。
ハナは「世界のグランマ」（おばあちゃま）
　彼女が育てた10頭の子供たちも、世界の動物園で活
躍中です。国内でクロサイを見ることができる動物園

には、必ずハナの親族がいて、世界ではその数60頭あまり。緑に囲まれた広島市郊外に
位置する「クロサイ本家」とも言うべき安佐動物公園。ご来広の折には、ぜひともお立
ち寄りください。「世界のグランマ」ハナとその子供たち、そして 8 月に生まれた孫が
“角を長くして�”皆様のお越しをお待ちしています。

広島市安佐動物公園 検索	 ハナのことを書いた写真絵本
が出ています。（広島市安佐動
物公園編　新日本出版社刊）


