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テーマ「花いっぱい はばたけ平和の 咲く未来」
開催期間

5月3日・4日・5日
公式ホームページ

会場

平和記念公園・平和大通りほか

http://www.hiroshima-ff.com

（写真は第 40 回ひろしまフラワーフェスティバルの様子）

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、100以上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。平和記念公園内のライトアップは5月3日、４日は午後9時まで、
5日は午後8時まで。
（公財）広島観光コンベンションビューローは
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公益財団法人広島観光コンベンションビューローは

平成29年度も観光・コンベンション振興

コンベンション振興事業

国内外からMICE（会議・大会・展示会等の各種コンベンションやインセンティブ旅行等）を広島に誘致し、開催支
援を行います。
平成29年度は、組織を拡充するとともに、グローバルMICE強化事業により培ったノウハウを活用し、MICEの誘致
件数増加及び支援充実に取り組みます。また、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。

主な事業のご紹介
グローバル MICE 強化事業
外国人MICE専門家によるコンサ
ルティング（写真）など、グロー
バルMICE強化都市の支援事業が平
成28年度末で終了しました。今年
度は組織体制を強化し、ホームペー
ジのリニューアルやファムトリップ
の受入など、マーケティングやプロ
モーションの強化を図ります。

海外コンベンショントレードショーへ
の出展

IMEX 2016

コンベンションの誘致・支援

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、
各種支援を行います。※一部の支援には参加人数等一定の条件があります。

IMEX America 2016

伝統芸能の提供

パンフレットの提供

広島観光親善大使の派遣

支援の一例です。
詳細は、当ビューローホー
ムページをご覧ください。

平成 29 年度 主なイベントカレンダー

平成29（2017）
年
5月3日〜5日
5月16日〜18日
6月19日・20日
7月16日〜9月30日
7月22日
8月6日
8月
9月
9月21日〜23日
9月21日〜24日
10月10日〜12日
10月28日〜11月12日

2017ひろしまフラワーフェスティバル
IMEX 2017（ドイツ・フランクフルト）
インバウンド受入ビジネスフェア
広島湾ナイトクルージング
2017 広島みなと 夢 花火大会/
広島観光親善大使交代式
ピースメッセージとうろう流し
第30回浜田市親善訪問
第39回北広島市親善訪問
第37回沖縄親善訪問
VISIT JAPAN トラベルマート
ツーリズムEXPOジャパン
IMEX America 2017（米・ラスベガス）
広島城大菊花展

IMEX2017（ドイツ・フランクフルト）、
IMEX America 2017（アメリカ・ラスベ
ガス）に出展、またアジア・太平洋国際
会議主催者セミナー（シンガポール）に
参加することで、国際会議主催者等に誘
致活動を行います。

10月

10月
10月

11月17日〜1月3日
11月
平成30（2018）年
1月
2月28日

2月
3月

2

アジア・太平洋国際会議主催者セミナー
（シンガポール）
リンク・オブ・シネ・アジア（韓国・釜山）
ジャパン・コンテンツ・ショーケース
（東京）
ひろしまドリミネーション2017
広島国際映画祭
ジャパン・フィルムコミッション（JFC）
全国ロケ地フェア（東京）
国際ミーティングエキスポ（IME2017）
（東京）
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
第53回ホノルル姉妹都市親善訪問
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事業を通じて地域活性化をめざします
観光振興事業

国内外からより多くの観光客に広島に来ていただくため、観光イベントの実施、観光客受入態勢の整備、観光宣伝、
フィルム・コミッション事業など、総合的な誘致活動を展開します。
平成29年度は、欧州と豪州に加え、北米を新たに重点プロモーション方面と位置づけ、中長期的な観点に基づいた
外国人観光客の誘致を促進します。また、インバウンド受入態勢のさらなる向上を図るとともに、国内外の観光客誘致
活動の強化、新たなにぎわいづくりの検討等を通じて、観光客誘致の促進を行います。

主な事業のご紹介
外国人観光客への宣伝・誘致活動

広島祭委員会等事務局の運営

欧 州・ 豪 州 の 現 地 プ ロ モ ー シ ョ ン、
VISIT JAPANトラベルマートやインバウン
ドフォーラム、各種情報交換会参加による
セールス活動や情報発信で、広島への誘客
を図ります。

「広島みなと 夢 花火大会」、「ひ
ろしまドリミネーション」等の事務
局分室を設置・運営し、広島への観
光客誘致を推進します。
欧州旅行博

CMT

観光客の受入態勢整備

平成28年度の「インバウンド受入れ応援商談会」

観光親善大使選考・観光宣
伝活動、親善訪問の実施
広島市の代表にふさわしい
観光親善大使を選考し、観光
PRを行うことにより、広島
への観光客誘致を推進します。
また、観光親善大使を含む
訪問団を結成して、他都市へ
の親善訪問・観光PRを行い
ます。

外国人観光客受け入れに取り組
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「インバウンド受入ビジ
ネスフェア」
（名称を変更して規模
を拡大）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。

第40回ひろしまフラワーフェスティバル

フィルム・コミッション事業の運営
広島での映画、
テレビドラマ等の
ロケ撮影の誘致・
支援を行います。

2016広島みなと 夢 花火大会

昨年度は当ビューロー
（広島フィルム・コミッ
ション）が支援した映
画「この世界の片隅に」
の大ヒットで広島の魅
力を映像を通じて多く
の方に伝えることがで ©こうの史代・双葉社/
きました。
「この世界の片隅に」製作委員会

ひろしまドリミネーション2016

平和大通りのにぎわいづくり

北広島市親善訪問

広島市のシンボル空間である平和大通
りの特性を活かすとともに、立地条件や
ターゲット、ニーズを把握したうえでコ
ンセプトを整理し、年間を通じてにぎわ
いを創出できる取組を検討します。
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ひろしまドリミネーション2016の「スイーツカフェ」
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広島の新たなユニークベニューで
国際会議参加者をおもてなし
酒造り唄、鏡開き、ひょっとこ踊り、酒の試飲、美酒鍋―国際シンポジウムの参加者が、
みたて

東広島市西条の御建神社で、酒どころ西条ならではの懇親会を楽しみました。

MICEセミナー開催
3月3日（金）、合人社ウェンディひと・
まちプラザで、中国運輸局、広島県、広
島市との共催で、広島のMICE関係者を
対象とするセミナーを開催し73名にご
参加いただきました。
観光庁 岡田観光渉外官と青山主査に
よ る 国 のMICE政 策 に つ い て の 講 演 の
この懇親会は、3月7日
（火）から12日

懇親会が実現しました。主催者・参加者

後、広島市MICE戦略担当中田主幹と広

（日）まで東広島市芸術文化ホールくらら

双方に大変喜んでいただくことができ、

島大学研究企画室 三代川シニア・リサー

で開催された「広島大学クロマチン動態

広島の新たなユニークベニューの成功例

チ・アドミニストレーターから、広島市

数理研究拠点第5回国際シンポジウム」

となりました。

と広島大学のそれぞれの取り組みについ
ての説明が行われ、終了後も参加者との

「第8回日台応用数学若手ワークショッ

広島にはこのほかにも魅力あるユニー

プ」（主催：広島大学クロマチン動態数

クベニューが多数存在します。当ビュー

理研究拠点）の合同イベントとして、3

ローウェブサイトの「広島ならでは」の

このようなセミナーを開催すること

月9日（木）
に行われました。

ページをご覧いただくか、コンベンショ

で、広島のMICE関係者と情報を共有し、

ン振興部（082-244-4853）にお気軽に

今後も「チーム広島」で国際会議の誘致及

お問合せ下さい。

び開催件数の増加に努めてまいります。

世界6か国から訪れた約100人の参加
者は、美しくライトアップされた神社が
醸し出す幻想的な雰囲気の中で、日本酒
の担ぎ込み、酒造り唄、鏡開き、ひょっ
とこ踊りなど、
日本の伝統文化を堪能し、
西条の酒や郷土料理に舌鼓を打ちました。

意見交換が続きました。

姉妹都市ホノルルを親善訪問
3月9日（木）から15日（水）まで、当

ビューロー 増川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。
一行はディーマー ホノルル市行政副長
官などへの表敬訪問、ホノルル及びワヒ
アワ・ワイアルアの両広島県人会主催の
交流会に出席して交流を深めたほか、地
元ラジオへの出演や、
「第23回ホノルル

「素晴らしい体験ができました」
「日本の伝統文
化に触れることができてよかった」
（ 参加者の声
より）

フェスティバル」への参加を通じて広島の魅力をPRしました。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。
また、今回は初めてハワイコンベン
ションセンターを訪問し、ハワイ州観

西条は日本三大酒処の一つとして名高

光局とMICEについての協議を行うこ

みたて

く、会場となった御建神社は地元酒蔵と

とができました。

縁が深い神社です。
「参加者に思い出に

広島市の最初の姉妹都市であるホノ

残るおもてなしを提供したい」という主

ルル市への親善訪問の歴史は長く、今

みたて

催者の思いに、御建神社、氏子総代、広

年で52回目を数えます。このご縁を大

島大学関係者、東広島市、広島市、地元

切に、今後も同市との交流を深めてま

の酒蔵、会議支援企業と当ビューローが

いります。

協力し、神社をユニークベニューとする
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第118回日本耳鼻咽喉科学会通常総会・学術講演会
日本耳鼻咽喉科学会は、会員数10,900名余
の耳鼻咽喉科医が所属する学術団体です。質の
高い医師の育成のための専門医制度運営を行
い、社会医療にも熱心に取り組んでいます。本

会長

平川 勝洋

（広島大学大学院医歯薬保健学
研究院教授）

学術講演会の広島での開催は13年ぶり2回目で
す。今回は600を超える一般演題の他、耳鼻咽
喉科総会ならではの多くの企画を用意していま
す。耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域全般の最新知
見に触れる絶好の機会です。是非、ホームペー
ジをご覧ください。

■開催日／平成29（2017）年5月17日（水）〜20日（土）
■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
第118回日本耳鼻咽喉科学会通常総会・学術講演会事務局
〒734-8551 広島市南区霞1-2-3
広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学内
TEL 082-257-5252 FAX 082-257-5254
E-mail jibi118@hiroshima-u.ac.jp
URL http://www.gakkai.co.jp/jibika118/

2017 International Image Sensor Workshop (IISW)
IISW（International Image Sensor
Workshop）はイメージセンサという半導体デ
バイスの国際会議です。参加者は約180名です。
世界中の著名な専門家が先端の研究結果を持ち
寄り、4日間にわたり深い技術討論が行われま
す。発表される新しいアイデアや成果は広く世
界に参照されます。2年周期でアメリカ、ヨー
（兵庫県立大学高度産業科学技術 ロッパ、日本の順に開催され、今回は6年ぶり
研究所特任教授）
に日本に戻り、平和都市広島での開催となりま
した。
Co-Chair

寺西 信一

第53回日本肝臓学会総会

～肝臓学の未来を拓く～

日本肝臓学会は、肝臓学に関する研究の進歩、
普及を図り、わが国における学術の発展に寄与
する事を目的として活動しています。本総会を
広島大学がお世話させていただくのは、今回が
初めてであり、全国から約2,500名の研究者が
集い、最新の研究発表・活発な討論を予定して
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29
（2017）
年5月30日
（火）
～
6月2日
（金）
■会 場／グランドプリンスホテル広島
●問い合わせ先
2017IISW事務局
〒140-0013 東京都品川区南大井6-21-12
大森プライムビル7F
ブリルニクスジャパン内
TEL 03-6404-8801

います。また，海外からも高名な研究者をお招
きする予定です。本会がこれからの「肝臓学の
未来を拓く」学会となることを祈念しておりま
す。

■開催日／平成29（2017）年6月8日（木）
・9日（金）
■会 場／広島国際会議場、
リーガロイヤルホテル広島
●問い合わせ先
第53回日本肝臓学会総会事務局
〒734-8551 広島市南区霞1-2-3
広島大学大学院医歯薬保健学研究院
消化器・代謝内科学
TEL 082-257-5190 FAX 082-255-6220
URL http://www.med-gakkai.org/jsh53/

国際会議場から徒歩10分
３４０席

各種お弁当も
承ります。
広島名物

写真は
1‚000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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第107回日本消化器病学会中国支部例会
学会の主題を「消化器疾患診療の最前線」と
し、ワークショップ「消化管癌診療の新展開〜
新しい試み〜」では、予防医学、スクリーニン
グ、画像診断、内視鏡治療、内視鏡手術、外科

会長

田中 信治

（広島大学病院
内視鏡診療科 教授）

手術、再生医療、遺伝子治療、薬物療法など、
幅広い観点から各施設の『新しい試み』につい
て熱い議論を行う予定です。2日目には、
「教育
講演会」に加えて、一般の方を対象に「市民公
開講座」を予定しています。多くの方の御参加
をお待ちしております。

■開催日／平成29
（2017）
年6月17日
（土）
・
18日
（日）
■会 場／広島国際会議場
●問い合わせ先
広島大学病院 内視鏡診療科
TEL 082-257-5538 FAX 082-253-2930
E-mail colon59@hiroshima-u.ac.jp
URL http://www.med-gakkai.org/jsge-ch107/

強相関電子系および角度分解光電子分光に関する国際ワークショップ（CORPES17）
超伝導や磁性など、物質がもつ特異な性質
は、物質中の電子が互いに強く相互作用しな
がら運動していることに由来します。このよ
うな「強相関電子系」を研究するうえで「角
度分解光電子分光」は最も有力な実験手法で
あり、広島大学放射光科学研究センターは世
界的研究拠点の一つです。この国際ワーク
ショップでは、世界各地から著名研究者が集
い、強相関電子系と角度分解光電子分光に関
する最先端の研究成果が議論されます。

■開催日／平成29
（2017）
年7月2日
（日）
～7日
（金）
■会 場／ JMSアステールプラザ
●問い合わせ先
広島大学放射光科学研究センター
CORPES17現地実行委員会
〒739-0046 広島県東広島市鏡山2-313
TEL 082-424-6293
E-mail corpes17-loc@ml.hiroshima-u.ac.jp

第49回日本動脈硬化学会総会・学術集会
「分子レベルから見た脳・冠動脈硬化症〜
その臨床へのインパクト〜」をテーマに、広
島で初めて開催させていただくこととなりま
した。神経内科を専門とする者が会長を務め
るのは、京都大学神経内科の亀山正邦先生が
開催して以来31年ぶりであり、その重責に
会長

松本 昌泰

（JCHO星ヶ丘医療センター 院長／
広島大学名誉教授）

身の引き締まる思いです。今年改訂・発行予
定の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」の
概要を紹介するシンポジウムをはじめ、様々
な企画で皆様の参加をお待ちしています。

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

※詳細は右記までご連絡下さい
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■開催日／平成29
（2017）
年7月6日
（木）
・7日（金）
■会 場／グランドプリンスホテル広島
〇市民公開講座「コレステロール（高脂血症）治療を
再考する―最新の正確な情報をもとに」
■開催日／平成29
（2017）
年7月８日
（土）
■会 場／県民文化センター
●問い合わせ先
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 脳神経内科学
〒734-8551 広島市南区霞1-2-3
TEL 082-257-5201 FAX 082-505-0490
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第20回日本臨床脳神経外科学会
■開催日／平成29
（2017）
年7月15日
（土）
・
16日
（日）
■会 場／広島国際会議場
●問い合わせ先
第20回日本臨床脳神経外科学会事務局
〒733-0821 広島市西区庚午北2-8-7
医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院内
TEL 082-272-1114 FAX 082-272-7048
E-mail infog@arakihp.jp
URL http://jansc20.umin.ne.jp/

第20回日本臨床脳神経外科学会は、今後の
臨床現場において極めて重要となるチーム医療
を担うべく、医師に加えて他職種の医療関係者
が参画し、脳神経外科医療の標準化を図り、医

会長

荒木 攻

（医療法人光臨会
荒木脳神経外科病院 理事長）

療の質の向上を目指すものです。本学術講演会
には、全国から1,000名の研修者が集い研究発
表を行います。また、脳神経疾患の予防と治療
をテーマに市民公開講座を開催します。詳しく
は学会ホームページをご覧ください。

平成28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29（2017）
年1月24日
（火） 於グランドプリンスホテル広島
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」に今年度も多くの方にご参加いただきました。

観光・コンベンションセミナー
「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～」
なか むら よし あき

講師：中村 好明 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
今年度は「観光立国革命」など多
数の著書で知られる、インバウンド
分野の第一人者   中村 好明 氏を講
師にお迎えしました。

中村 好明 氏

193人の参加者が講師のお話に熱心に耳を傾けました。

優良従業員表彰式
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16企業・団体の46人の方々
が、当ビューロー椋田副理事長か
ら、優良従業員の表彰を受けられま
した。

賛助会員交流会
優良従業員表彰式に続いて、仁田
副理事長の開会の挨拶・乾杯の発声
で、賛助会員交流会が行われました。
セミナーの中村講師にも引き続きご
参加いただき、活発な情報交換や交
流が行われ、
大変盛会となりました。
ご多用の中「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」にご参加いただき
ました皆様に心からお礼を申し上げ
ます。

椋田副理事長、仁田副理事長、下村副理事長
（前列中央）
と受賞者の皆様

（右）
仁田副理事長
による 開 会 の
挨拶

（左）
下村副理事長
による中締めの
挨拶
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賛助会員交流会の様子
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コンベンションカレンダー［平成29（2017）年 5月～7月］

●会議

名

称

会

場

第118回日本耳鼻咽喉科学会通常総会・学術講演会 広島国際会議場、ANAクラウンプラザホテル広島
International Image Sensor Workshop 2017（IISW2017） グランドプリンスホテル広島

会

期

5 月17日～20日
5 月30日～ 6 月 2 日

国内
参加者
（人）

3950

海外
参加
参加者
国数
（人）

50 5

70 110 10

第53回日本肝臓学会総会

広島国際会議場、リーガロイヤルホテル広島

6 月 8 日・ 9 日

2950

第107回日本消化器病学会中国支部例会

広島国際会議場

6 月17日・18日

500

50 3
0

1

International Behavioral Neuroscience Society（IBNS）26th Annual Meeting
グランドプリンスホテル広島
第26回国際行動神経科学会年次大会

6 月26日～30日

95 225 15

CORPES17

7 月 2 日～ 7 日

70

International Conference on Business and Information 広島国際会議場

7 月 4 日～ 6 日

10 140 20

第49回日本動脈硬化学会総会・学術集会 グランドプリンスホテル広島

7 月 6 日・ 7 日

990

第20回日本臨床脳神経外科学会

7 月15日・16日

2000

JMSアステールプラザ

広島国際会議場

80 20
10 5
3

3

2017 広島観光親善大使を募集します

2017広島観光親善大使の募集を5月１日
（月）
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29
（2017）
年5月1日
（月）～5月25日
（木）
応募資格 次のいずれにも該当する人
①年齢18歳
（平成29
（2017）
年7月22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広島市内に在住もしくは通勤・通学している人。
③平成29
（2017）
年7月22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 応募用紙は、5月1日
（月）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。
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。

広島観光親善大使 検索

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

広島市国際青年会館（ＪＭＳアステールプラザ内）のご紹介
ビジネスホテルクラスの設備と研修機能を備えた公共の宿。観光から平和学習な
どの研修まで、目的に応じてさまざまにご利用いただけます。
抜群のロケーション―平和記念公園まで約 500 ｍ、紙屋町や八丁堀からも徒歩圏
内。宮島やＪＲ広島駅へのアクセスもよく、観
光拠点として最適です。
充実した設備―液晶テレビや冷蔵庫はもちろ
ん、インターネット
（WiFi）も無料でご利用い
ただけます。 外国人の方には
ＪＭＳアステールプラザ

特別割引がありますよ！

多目的な利用が可能な研修室―平和学習などの研修や、外国人との交流会などの国際交流
事業に最適です。学校や青少年グループの合宿には、自炊室やコインランドリーもある宿 シングル1泊5000円～
ツイン
（写真上）
1泊4400円～
泊研修室をご利用ください。
宿泊研修室
（3名様以上3790円）
広島市国際青年会館は、青年の国際相互理解と国際友好親善を深め、資質の向上を図ることを目的として整備した施設で
（公財）広島市文化財団が運営していますが、ビジネス、観光など一般の方のご利用も歓迎しております。
（宿泊室数49室）
料金や詳しいことはホームページでご案内しております。
お問い合わせ ＪＭＳアステールプラザ内 広島市国際青年会館
広島市国際青年会館
検索
広島市中区加古町４番７号   082-247-8700
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