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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、 ４ 月のＧ ７ 広島外相会合の開催や ５ 月のオバマ米国大統領の歴史的な広島訪問、「原爆ドーム」
と「嚴島神社」の世界遺産登録20周年など、広島が世界から大きく注目された一年でした。さらに、広島市
民を歓喜の渦に巻き込んだのは、広島東洋カープの2５年ぶりのリーグ優勝です。その経済効果は中国電力エ
ネルギア総合研究所の試算によると県内だけでも3４0億円とのことですが、優勝で広島の街全体が活気に満
ちあふれ、マツダスタジアムでの熱い応援が「元気な広島」の姿を全国に伝えるなど、数字では測れない波
及効果があったのではないかと思います。このように、国内外のメディアに広島が多く登場したことは、当
ビューローが取り組む観光振興やコンベンション誘致にとっても大きな追い風となりました。
　日本を訪れる外国人観光客は昨年10月についに年間 2 千万人を超え、正確な数字は統計を待たねばなりま
せんが、 2 千 ４ 百万人前後に達したのではないかと推測されています。広島でも、急増する来広外国人観光
客受入れのための新しいホテル建設の計画、またＪＲ広島駅改良工事などのインフラの整備・充実が加速す
る中、外国人観光客に「来てよかった」、「また来たい」と思っていただけるよう、ソフト面でも対応力の強
化が求められています。当ビューローでは、今年も、外国人観光客の受入れ態勢の整備・充実と国内外から
の観光客誘致を両輪に取り組みを進めるとともに、観光交流、フィルム・コミッション、「ひろしまフラワー
フェスティバル」等イベントの事務局、街の観光魅力づくりといった、多岐にわたる観光振興事業を通じて、
魅力あふれる広島を目指してまいります。
　コンベンションの誘致推進においては、海外でのトレードショー出展やプロモーションの取り組みを加速
させて、国際会議開催件数の大幅増を目指します。そのために産学公の連携をますます強化し、関係者の皆
様と「チーム広島」として誘致活動を推進します。
　201７年酉年が皆様の「飛躍」の年となりますようお祈り申し上げるとともに、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て、新年のご挨拶といたします。

2016年11月 ５ 日に行われたカープ優勝記念パレード
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「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！！～」を開催

　 ９ 月1５日（木）・16日（金）、広島国際会議場で、外国人
観光客（インバウンド）受入れ態勢の向上を目的とした
商談会を初めて開催しました。2 会場で商談会（26社出展）
と講演会・プレゼンテーションセミナーを実施し、延べ
81５人の参加がありました。
　当日は宿泊業や飲食業、行政・観光団体の方をはじめ、
不動産業や金融機関など多岐に渡る業種のご来場があり、
「各ブースで自由に話を聞くことができてよかった。」「毎
年状況が変わるなか、最新の情報を得ることができた。」

などのお声をいただきました。また、アンケートでは回
答者全員から「次回、また参加したい。」「都合があえば
参加したい。」との回答をいただきました。
　商談会では具体的な商談や引き合いなどがあったほか、
出展者間の異業種交流も行われ、こちらも多くの出展者
から「次回も出展したい。」「出展を前向きに検討したい。」
とのお声をいただきました。
　今後もインバウンド受入れ態勢の向上に資する事業を
展開してまいります。

外国人観光客向けおりづる体験イベントを実施
　10月30日（日）に平和記念公園レストハウス前で外国人
観光客向けのおりづる体験イベントを開催しました。これ
は外国人観光客の方に広島滞在がより印象的になるよう、
実際に折り紙でおりづるを作成してもらうもので、20か国
５2人の参加があり、細かい作業に苦労しながらもボラン
ディアの指導のもと熱心に取り組んでおられました。
　今後も外国人観光客の思い出づくりに役立つようなお
もてなしに努めてまいります。

広島県「みんなで」おもてなし宣言に登録しました
広島県は県全体のおもてなしの充実を目指して、「広島県『みんなで』おもてなし宣言」を実
施しています。当ビューローはこの趣旨に賛同し、同事業に登録しました。

【宣言内容】
　　私たちが旅のよい思い出のひとつとなれるよう努めます。

広島県「みんなで」おもてなし宣言　ホームページ
　https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/omotenashi/

商談会 プレゼンテーション・セミナー 講演会

体験者には出身国の場所におりづるを
貼ってもらいました。
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新たなユニークベニュー開発に向けて
　11月9日（水）、中国運輸局、広島県、広島市との共催で、広島のMICE関係者
を対象に、広島の新たなユニークベニュー開発に向けた勉強会「ユニークベ
ニュー開発セミナー」をひろしま美術館で開催しました。
　ユニークベニュー（Unique Venue=特別な場所）とは、博物館、美術館、歴
史的建造物などその地域の観光の魅力でもある「特別な場所」で、国際会議等
MICEのレセプション・パーティーを実施することにより、参加者のための「特
別な体験」を創造する取り組みで、海外ではルーブル美術館（仏）や自然史博
物館（英）もユニークベニューとして利用されています。
　広島では、印象派など近代絵画の珠玉のコレクションを有するひろしま美術
館の中庭でのパーティーや、瀬戸内海の景色を楽しみながらの船上パーティー
などが、広島ならではのユニークベニューとして定着しているほか、過去には
世界遺産の島宮島や、広島市中心部の商店街など、公共の場所をユニークベ
ニューとする国際会議のパーティーを開催し、主催者・参加者双方に喜ばれた
例があります。今後、広島地域全体の関係者の皆様のご協力を得ながら、さら
なるユニークベニューの開発と内容の充実を図り、MICE開催地としての広島
の魅力を強化していきます。

「第 26 回国際行動神経科学会年次大会」が JNTO「国際会議誘致・開催貢献賞」を受賞

2016 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

―こんな活動をしています―

　当ビューローが誘致を支援し、2017年 ６ 月の広島開催が決定した「第2６回国際行動神経科学会
年次大会」が、JNTO（日本政府観光局）「国際会議誘致/開催貢献賞」（国際会議誘致の部）を受
賞しました。12月 ６ 日（火）、第2６回国際ミーティング・エキスポ（IME201６）の中で授賞式が行われ、
同会議を代表して東京大学の清川泰志助教（写真後列左から 2 人目）が出席されました。この賞は、
効果的なＰＲや開催立候補による諸外国との誘致競争の結果などにおいて我が国への誘致に成功
した国際会議を表彰するもので、市長の支援レターや視察のフルアテンドなど、国や地域と連携
した誘致活動が評価されました。同会議誘致を支援した当ビューローにも大変嬉しい受賞でした。

観光庁の「ユニークベニュー利用促進協議会」
の委員としてご活躍の、凸版印刷株式会社廣
江 真氏による講演「ユニークベニューはビジ
ネスチャンス」

セミナーの一環として、ひろしま美術館の中
庭で模擬カクテルパーティーを実施

酒まつり2016（明知さん） 広島城大菊花展（石橋さん） ツーリズムEXPOジャパン（福山さん）

2016広島観光親善大使
（左から）石橋 香乃さん、

明知 里奈さん、福山 桃子さん
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会長　安井 弥
（広島大学大学院医歯薬保健学

研究院教授）

大会長　岡本 隆嗣
（西広島リハビリテーション病院　

院長）

福山市長　枝葊 直幹

■開催日／�平成2９（2017）年 3月 8日（水）〜10日（金）
■会　場／広島国際会議場
●問い合わせ先
　広島大学大学院医歯薬保健学研究院�分子病理学研究室
　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 2階
　TEL�06-6221-５９33�FAX�06-6221-５９38
　E-mail�8９jgca@convention.co.jp
　URL�http://www 2 .convention.co.jp/8９jgca/

　わが国は胃癌の研究・診療面で世界を
リードしています。本総会はメインテーマ
を「横断的に学ぶ、胃癌を征するために：
Cross-disciplinary� learning� to�control�gastric�
cancer」とし、外科、内科、病理、基礎医学、
いずれに身を置く者も等しく横断的に学び、議
論し、胃癌征圧に向けての未来の財産となる総
会を目指しています。また、世界に情報発信す
るため、発表の英語化を推進します。

第89回日本胃癌学会総会

■開催日／�平成2９年（2017）年 2月10日（金）・11日（土・祝）
■会　場／広島国際会議場、広島市文化交流会館
●問い合わせ先
　回復期リハビリテーション病棟協会
　第2９回研究大会in広島　大会事務局
　医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院
　〒731-５143�広島市佐伯区三宅 6 -26５
　TEL�082-９21-3230�FAX�082-９21-3237
　E-mail 2９kaifukuki@or.kntcs.co.jp
　URL http://kaifukuki2017hiroshima.org

　回復期リハビリテーション病棟協会は、障害
に立ち向かうリハビリテーションの重要性が増
す高齢化社会の中で、誰もがよりよいリハビリ
テーションを受けられるよう質的向上を図り、
当該医療の発展に寄与することを目的として設
立されました。本大会は、回復期リハビリテー
ション病棟で働く医療従事者、約2300名が集う
全国大会で、初めて広島の地で開催します。最
新の治療技術や研究成果に関する講演や発表が
2 日間行われます。

回復期リハビリテーション病棟協会　第29回研究大会in広島

■開催日／�平成2９（2017）年 2月17日（金）
■会　場／広島県民文化センターふくやま
●問い合わせ先
　福山市総務局総務部人事研修課
　〒720-8501 福山市東桜町 ３ - 5
　TEL 084-928-1118
　E-mail jinji-kenshuu@city.fukuyama.hiroshima.jp

　市制施行100周年記念事業として、第11回全
国都市改善改革実践事例発表会を福山市で開催
します。
　改善改革に積極的に取り組む30以上の自治体
が、それぞれの自治体における優秀事例を発表
する予定です。本発表会は、2006年度から毎年
開催されており、全国規模で改善改革情報の共
有化を図ることでその本質に迫り、参加者がそ
れぞれの職場でより良い仕事をするための気づ
きを持ち帰っています。

第11回全国都市改善改革実践事例発表会 「BINGO!!　福山カイゼン博覧会～届けようカイゼンマインド～」

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。

HIROSHIMA KANKO CONVENTION
広告枠（93mm×60mm）
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大会委員長　岡本 祐子
（広島大学大学院教育学

研究科教授）

代表理事　梶川 眞秀

理事長　中野 彰

■開催日／�平成2９（2017）年 3月2５日（土）〜27日（月）
■会　場／広島国際会議場他
●問い合わせ先
　一般社団法人日本発達心理学会
　第28回大会総合窓口
　E-mail�jsdp2017@hiroshima-u.ac.jp

　本大会のテーマは「社会と世代のこころをつ
なぐ発達心理学」です。現代社会の問題をとら
え直し、社会、世代、学問等を発達心理学の視
点から「つなぐ」ことを問題提起したいと考え
ています。公開講演・シンポジウムとして「ラ
イフサイクルの『はめば歯車』とトラウマの世
代継承―エリクソンの人生と仕事の省察―」「21
世紀のアイデンティティと世代継承性」「ダイ
バーシティを考える―研究と実践の可能性―」
を企画しております。

日本発達心理学会第28回大会

■開催日／�平成2９（2017）年 3月26日（日）
　　　　　10:00〜16:20
■会　場／上野学園ホール
　　　　　（広島県立文化芸術ホール）
●問い合わせ先
　公益社団法人�全国珠算教育連盟　本部事務局
　事務局長　高橋　房雄
　〒601-8438 京都府京都市南区西九条東比永城町28
　TEL�07５-681-1234�FAX�07５-681-88９7
　E-mail�pachi-1@viola.ocn.ne.jp

　公益社団法人全国珠算教育連盟では、日本の
優れた文化であるそろばんの普及と珠算教育の
充実を図るため、文部科学省後援のもと、全国
珠算研究集会を毎年開催し、第63回は平成2９年
3 月に広島市で開催いたします。「算数教育と
珠算」･「珠算の指導法」などをテーマにした
研究発表や実践発表、パネル討議等を通して、
参加者をはじめ珠算関係者の資質・能力のさら
なる向上を目指しています。

第63回全国珠算研究集会

■開催日／�平成2９（2017）年 3月1９日（日）・
　　　　　20日（月・祝）
■会　場／広島国際会議場「フェニックスホール」
　　　　　入場無料（プログラム 1部５00円）
●問い合わせ先
　第36回全日少年少女合唱祭全国大会「広島大会」
　実行委員会事務局���実行委員会会長　寺西　卓
　〒732-0067�広島市東区牛田旭 2 -20- 1 -1004
　TEL/FAX�082-228-５38９
　E-mail�tonta９tera24@yahoo.co.jp

　全日本少年少女合唱連盟が毎年開催地を移し
て実施している合唱の祭典が、今年は広島市で
開催されます。地元団体も含め全国から30団体
が参加し、オープニングでは「ひろしま平和の
歌」、エンディングでは「命の手紙」という広
島にふさわしい創作曲を全員で合唱します。
「いま平和であることのありがたさ」を再認識
し、原爆で失われた多くの御霊に児童・生徒の
歌声をささげるという目的にかなう大会にした
いと考え取り組んでいます。

全日本少年少女合唱祭全国大会「広島大会」

※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

（全日本少年少女合唱連盟）

（公益社団法人 全国珠算教育連盟）
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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29回回復期リハビリテーション病棟協会
研究大会in広島 広島国際会議場 2 月10日・11日 3,000 0  1  

第11回全国都市改善改革実践事例発表会 広島県民文化センターふくやま 2 月17日 600 10 2  
第89回日本胃癌学会総会 広島国際会議場 3 月 8 日～10日 3,100 100 8  
第36回全日本少年少女合唱祭全国大会広
島大会 広島国際会議場 3 月19日・20日 1,300 0  1  

日本発達心理学会第28回大会 国際会議場・広島市文化交流会館・
JMSアステールプラザ 3 月25日～27日 1,499 1  2  

全国珠算研究集会 広島県民文化センター､上野学園ホー
ル 3 月25日・26日 700 0  1  

第69回日本産科婦人科学会学術講演会 広島グリーンアリーナ、リーガロイヤ
ルホテル広島、NTTクレドホール 4 月13日～16日 6,900 100 10 

第45回日本血管外科学会学術総会 広島国際会議場、ANAクラウンプラ
ザホテル広島 4 月19日～21日 1,950 50 5  

コンベンションカレンダー［平成29（2017）年2月～4月］
●会議

会長　末田 泰二郎
（広島大学大学院医歯薬保健学

研究院外科学教授）

学術集会長　工藤 美樹
（広島大学大学院医歯薬保健学

研究院産科婦人科学教授）

■開催日／�平成2９（2017）年 4月1９日（水）〜21日（金）
■会　場／広島国際会議場、ANAクラウンプラザ
　　　　　ホテル広島
●問い合わせ先
　広島大学大学院医歯薬保健学研究院
　応用生命科学部門　外科学
　〒734-8５５1 広島市南区霞 1 - 2 - 3
　TEL�082-2５7-５216　FAX�082-2５7-５21９
　E-mail�jsvs45@med-gakkai.org
　URL�http://www.med-gakkai.org/jsvs45/

　本学術総会は、医師だけでなく、看護師，検
査技師，放射線技師などのメディカルスタッフ
を含めて、約1,800人が参加されます。「進化す
るデバイス、深化する技術」をテーマとして、
これまでの血管外科のデバイスの進歩と技術の
深化について振り返りつつ、近未来に向けて情
報発信できる会にしたいと思います。プログラ
ム等詳細についてはホームページをご覧くださ
い。

第45回日本血管外科学会学術総会

■開催日／�平成2９（2017）年 4月13日（木）〜
　　　　　16日（日）
■会　場／広島グリ－ンアリ－ナ、リ－ガロイヤ
　　　　　ルホテル広島、NTTクレドホ－ル
●問い合わせ先
　株式会社コングレ�
　〒５41-0047�大阪市中央区淡路町 3 - 6 -13
　TEL�06-622９-2５５５　FAX�06-622９-2５５6
　E-mail�jsog2017@congre.co.jp
　http://jsog.umin.ac.jp/6９/index6９.html

　「平和と歩む〜産婦人科医学・医療〜」をテ
－マに、産婦人科の現状と展望、さらには社会
的・倫理的な問題点などを討議します。また、
「国際化」についてもさらに推進し、アジアに
おける産婦人科医療のリ－ダ―シップを日本が
取っていくためにも、各国との交流を深めるプ
ログラムを組みました。産婦人科医学・医療を
通して、「女性の健康と健やかな次世代の幸せ」
に繋がるような学術講演会にしたいと考えてお
ります。

第69回日本産科婦人科学会学術講演会
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　映画「こいのわ〜婚活クルージング」（監督:金子修介）のロ
ケ撮影が10月 6 日から26日まで行われ、広島フィルム・コミッ
ションが支援しました。
　この映画は婚活をテーマにするラブコメディで、主役を風間
杜夫さんが、ヒロインを片瀬那奈さんが演じました。
　広島市内では、クルーズ船銀河、グランドプリンスホテル広
島、広島市文化交流会館や新名所のおりづるタワー、またマツ
ダスタジアム（写真）などがロケ地となりました。
　多くのエキストラさんにご参加いただいた婚活パーティの
シーンをはじめ、広島市内では延べ約５５0人のエキストラさん
にご協力いただきました。2017年秋公開予定です。楽しみにお
待ちください。

　11月11日（金）から13日（日）まで、NTTクレドホールをメ
イン会場に「広島国際映画祭2016」が開催されました。短
編映画のコンペティション、特別招待作品やトークショー
など多彩なプログラムが人気を呼び、 3 日間を通して延べ
11,32５人が来場しました。
　昨年から連携しているパリの映画博物館「シネマテーク・
フランセーズ」との共同企画に加え、今年から連携の申し
出のあったメキシコのグアナファト国際映画祭に参加して
見出したメキシコの短編・長編映画の上映もあり、フラン
ス、スペイン、中国、メキシコ、アメリカなど海外からも
約20名のゲストをお迎えしました。
　国際短編コンペティションでは、「プレゼント」（中国　 
イエ・カイ監督）がヒロシマグランプリを受賞しました。
また、今回から「福岡愼二映像文化支援基金」により広島
国際映画祭にヒロシマ平和映画賞が創設され、「ヒロシマ
の心を世界に発信することに最も寄与した作品」として全
上映作品（201５年以降の作品）の中から「この世界の片隅
に」が受賞しました。

広島フィルム・コミッションでは「ヒロシマ・モナムールツアー」と題したロケ地ツアーを初日に実施。
広島市環境局中工場、おりづるタワーや映画館の八丁座をご案内し、ゲストに楽しんでいただきました。

広島フィルム・コミッション支援 ４作品が上映
―オープニング作品、クロージング作品も―

アメリカのドキュメンタリー映画「灯籠流し」
（バリー・フレシェット監督）
　原爆で亡くなった米兵の遺族と、被爆米兵の調査をライフ
ワークとする森重昭さんを追うドキュメンタリー映画は映画祭
のオープニング作品に選ばれました。森さんは、オバマ大統領
が広島訪問時に抱擁を交わしたことで注目される存在になった
方です。
アメリカの短編映画「雲」（イヴォンヌ・ン監督）
フランス映画「なつのひかり」
（ジャン・ガブリエル・ペリオ監督）
　この 2 作品はサブ会
場の横川シネマで上映
されました。会場は撮
影に協力したスタッフ、
キャスト、エキストラ
さんなども駆けつけて、
満席・立ち見となり、会
場一体となったトーク
ショーでも盛り上がり
ました。
アニメーション映画「この世界の片隅に」（片渕須直監督）
ヒロシマ平和映画賞を受賞
　片渕監督が 6年をかけて緻密な調査を続け完成させたアニ
メーション映画で、原作は広島出身のこうの史代さんの同名マ
ンガ。広島フィルム・コミッションも ５年半にわたり、サポー
トを続けてきました。原爆で消えた旧中島町（現在の平和記念
公園）が映画の中に、そこに暮らした人々とともに鮮やかに描
かれた作品。片渕監督とこうの史代さんのトークも行われました。

広島国際映画祭 HIROSHIMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

映画「こいのわ～婚活クルージング」ロケ支援

ゲストへのロケ地ツアーを実施

「雲」のトークショーの様子
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■日　時　平成２９年 １月２４日（火）　１６：００～１７：３０
■会　場　グランドプリンスホテル広島　２階「瀬戸内」 
　　　　　〔広島市南区元宇品町23-1 TEL（082）256-1111〕
■参加料　無　料
■定　員　２００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　（公財）広島観光コンベンションビューロー　企画総務部
　（申込先）　〒730-0811　広島市中区中島町1-5
　　　　　TEL（082）244-6156  FAX（082）244-6138
■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28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。

「観 光 立 国 と 地 方 創 生」
～地 方 創 生 と 広 島 の イ ン バ ウ ン ド 戦 略～

観光・コンベンションセミナー

■講師　中
なかむら

村　好
よしあき

明 氏
（株）ジャパン インバウンド ソリューションズ

代表取締役社長

講師プロフィール
　1963 年、 佐 賀 県 生 ま れ。 上 智 大 学 出 身。
2000 年㈱ドン・キホーテ入社。広報・ＩＲ・マー
ケティング・新規事業の責任者を経て、2008
年 7 月、社長室ゼネラルマネージャー兼イン
バウンドプロジェクトの責任者に就任。
　2013 年 7 月、㈱ジャパン インバウンド ソ
リューションズを設立、その代表に就任。ドン・
キホーテグループに加え、国・自治体・民間企
業のインバウンド分野におけるコンサル業務、
教育研修事業、プロモーション連携事業に従事。
　日本インバウンド教育協会理事。ハリウッド
大学院大学および神戸山手大学客員教授。日本
ホスピタリティ推進協会理事・グローバル戦略
委員長。全国免税店協会副会長。みんなの外国
語検定協会理事。観光政策研究会会長。一般社
団法人国際観光文化推進機構理事。
　『観光立国革命』（カナリアコミュニケーショ
ン、2015 年）ほか著書多数

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

　東京五輪まで４年を切った今、注目を集める日本がどのようにオリンピックを迎え、そし
てどのように終えるのか。人口減少社会に直面し始めている地方都市が今後存在し繁栄し続
けるためには、このオリンピック開催を契機として、都市の魅力を世界に発信し、世界中か
ら訪日客を呼び込むことが必要で、今はまさにその絶好のチャンスです。それとともにそれ
らの訪日客に対し、いかにおもてなしをするか、またその準備ができるかがカギとなります。
今回は“観光立国と地方創生”をテーマにインバウンド分野の第一人者である中村好明氏をお招
きし、その戦略についてお話しいただきます。
　多数の参加をいただきますよう、ご案内申し上げます。

天然温泉の宿「神田山荘」のご紹介 こんな近くに
天然温泉！

神田山荘は、広島の繁華街からも近く、絶景を楽しみながら入浴できる天然温泉の宿です
♪広島駅、平和記念公園、紙屋町・八丁堀界隈からも、距離にして 4 〜 ５ km、車なら1５〜
　�20分程度の至近距離です。山陽自動車道の広島インターチェンジからも ５ kmあまり、車
で20分程度の移動に便利なロケーションです。

♪約100メートルの高台から、瀬戸内海に浮かぶ宮島を背景に眼下にはデルタに広がる市街
地が一望できます。天然温泉大浴場からの眺めや夜景、美味しい食
事をご満喫いただいた後は、神田山の自然を感じながらゆっくりとお泊りください。
神田山荘には、100名様程度での会議も可能な多目的室や少人数用の和室広間もあります
♪ご家族から研修、会議まで目的に合わせてご利用下さい。
神田山荘には、日帰りでもご利用いただけるクアハウスを備えています
♪水着着用の歩行プール、トレーニングルームもあります。

神田山荘からの眺望

眺め満喫大浴場

多目的室

神田山荘は、原爆被爆者等の療養を目的として整備した施設で（一財）広島市原爆被爆者協議会が運営してい
ますが、お子さまから高齢の方まで一般の皆様のご利用を歓迎しています（宿泊室数：26室）。
各種料金、温泉の紹介、営業時間、無料送迎バスなど詳しいことは神田山荘ホームページでご案内しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ】082-228-7311 神田山荘 検索

宮島


