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～花火ミュージアム～

7 月 22日（土）

広島みなと夢 花火大会
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広島広域観光情報サイト ひろたび（日本語版）

入場制限について

雨天決行。台風等により当日開催でき
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
ない場合は、中止または延期。

19:00～
20:00～

しますので、ご協力ください。

開会式 広島観光親善大使交代式等
花火大会

広島港１万トンバース

打上数
約10,000発

※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。

19:00
19:55
IMEX 2017 世界最大規模のトレードショーに出展 �� ２
広島湾ナイトクルージング2017記念乗船会のご案内� ２
2017広島観光親善大使決定！����������� ３

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
約10,000人
（協賛者席を除く）

広島フィルム・コミッションロケ支援便り����� ３
コンベンション紹介記事����������� ４ 〜 ７
放射線影響研究所オープンハウスのご案内����� ７

コンベンションカレンダー����������� 8
広島駅のそばに「川の駅」OPEN���������� ８
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観光・コンベンション TOPICS
世界最大規模のコンベンショントレードショーに出展
ドイツ・フランクフルトで開催された、来場者約9,000人を誇る世界最
大規模の国際コンベンショントレードショー「IMEX 2017」の日本ブース
内に昨年に引き続き出展し、欧米を始め世界各国から訪れたバイヤー（コ
ンベンション主催者）と商談を行いました。
広 島 ブースには今 回 も 多 数のバイヤーに
お越しいただきました。（写真上）
商 談のほか、招 待バイヤーを交えた交 流
）
や、
会（ IIMEX Association Meeting
のアジア太 平 洋 支 部 ミーティング
ICCA
（ 写真左 ）
などに積極的に参加して、ネッ
トワーク構 築に努めました。今 後 も 引き
続き誘致活動を行い広島開催につなげて
いきます。

昨年原爆ドーム横にオープンし、広島の新たなユニークベニューとして利
用されている
「おりづるタワー」
など、広島の新たな魅力についての記事を
事前に登録したところ、会場で配布される新聞「IMEX DAILY」
に掲載さ
れ、来場者と出展者双方にPRすることができました。

広島湾ナイトクルージング
期

オープニング記念乗船会

日 平成29年7月16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

瀬戸内シーライン 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

記念乗船会のご案内

		

「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

募 集 人 数

小学生とその保護者を無料招待

申し込み方法

住所、お名前（小学生名、保護者名）、お電話番号、

瀬戸内海の夕景とライトアップを楽しむ

保護者を無料でご招待します。

（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）
各便共5組計15組

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。
申込締切

平成29年7月5日（水）（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

瀬戸内シーライン

（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）
似島汽船

上村汽船
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2017

広島の魅力を市内外にＰＲする「2017広島観光親善大使」は、6月13日

広島観光親善大使決定！

（火）の最終審査の結果、中上 優（なかじょう ゆう）さん、森田 初実（も
りた はつみ）さん、三原 香織（みはら かおり）さんに決定しました。
3人は7月22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。

左から中上 優さん、森田 初実さん、三原 香織さん

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

広島フィルム・コミッション
ロケ支援便り

○映画「孤狼の血」（2018 年春公開）
昭 和63年 の 広
島を舞台に、仁義
なき男たちを描
く東映映画（監督:
白石 和彌）。柚月 裕子さんの同名小説の映画

製作発表会より。役所 広司さん、松坂 桃李さんのほか、
江口 洋介さん、真木 よう子さん、石橋 蓮司さんなどが出演。
©2018「孤狼の血」製作委員会

化です。主役の刑事を役所 広司さんが、若手
刑事を松坂 桃李さんが演じます。撮影は4月
17日から5月22日まですべて広島県内で行わ
れ、広島フィルム・コミッションも支援しま
した。撮影前には、地元オーディションも実
施され、地元から多数の役者さんやエキスト
ラさんも出演しています。広島市内では、鷹
野橋のビルや、駅前の旅館、広島県庁などで
撮影が行われました。公開は2018年春です。
どうぞお楽しみに。

○ NHK

鷹野橋の旧サロンシネマのビルをお借りして撮影 呉森沢ホテルで撮影した宴会場のシーンに
は地元のエキストラが多数出演

ヒロシマ 8.6 ドラマ「ふたりのキャンバス」（2017 年夏放送）
広島市立基町高校では、10年前から、高校生が被爆体験証言者から直接お
話を伺い、
「原爆の絵」を描く取り組みが行われています。この取り組みを題
材にしたドラマ「ふたりのキャンバス」の撮影が5月13日から23日まで広島
市内で行われ、広島フィルム・コミッションが支援しました。主役の女子高
生を小芝 風花さん、その友人を中村 ゆりかさん、そして、被爆証言者を近
藤 正臣さんが演じます。ぜひご覧ください。
実際の原爆の絵を見て、感じ入ったという近藤 正臣さん
（右）
、撮影前に証言を聞いた被爆者
からの「あなたができることで伝えていってください」
という言葉を胸に演じたという小芝 風花さん
（中央）
と中村 ゆりかさん
（左）
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科学教育研究協議会第64回全国研究大会・広島大会（2017年）
今大会のテーマは「自然科学をすべての国民
のものに～平和のための自然科学教育の創造を
～」です。全国から、先生や自然科学に興味を
持った人達が集まります。分科会では、日ごろ
実践した成果や課題などを物理、化学、生物、
地学などの分野に分かれて論議します。子ども
たちが、目を輝かせて参加するのが、
「科学お
広島支部代表 塚本 松美
楽しみ広場」です。全体会やナイターでは、被
（広島市立日浦中学校講師
（理科）
）
爆体験や、原爆の劇、被爆樹木など広島の原爆
の話も学習できる大会です。

■開催日／平成29
（2017）
年8月7日
（月）
～8月9日
（水）
■会 場／広島なぎさ中学高等学校他
●問い合わせ先
広島大会実行委員会事務局長 木本安彦
広島市中区上幟町6-29
広島市立幟町中学校
TEL 082-221-4421 FAX 082-211-3471
URL 科学教育研究協議会 http://kakyokyo.main.jp
科教協ヒロシマ http://www43.tok2.com/home/gutti63

第９回日本RNAi研究会・第４回日本細胞外小胞学会
■開催日／平成29（2017）年8月30日（水）～9月1日（金）
■会 場／グランドプリンスホテル広島
●問い合わせ先
第９回日本RNAi研究会事務局
〒734-8553 広島市南区霞1-2-3
広島大学大学院医歯薬保健学研究科
細胞分子生物学研究室内
TEL 082-257-5293 FAX 082-257-5294
E-mail jari.japan@gmail.com
URL https://www.jarijapan.com

日本RNAi研究会は、日本におけるRNAi
研究を発展させるために、産学官の交流拠
点となることを目指しています。本年度
も、第９回研究会を日本細胞外小胞学会と
共催いたします。今回は、国内外10名の
先生方にRNAや細胞外小胞に関する最新
会長

田原 栄俊

（広島大学大学院医歯薬保健学
研究科 教授）

の研究をご講演いただきます。
幅広い分野の皆様のご参加をお待ちし
ております。詳細は研究会ホームページを
ご覧ください。

The 12th International Workshop on Security (IWSEC 2017)
IWSEC（International Workshop on
Security）は日本発のコンピュータセキュリ
ティ・情報セキュリティ分野の国際会議で今年
で12回目の開催となります。例年、世界で活躍
する著名な研究者が集い、最先端の研究成果に
ついて活発な議論が行われます。セキュリティ
General co-Chair

小川 一人

（NHK 上級研究員）

分野は昨今のニュースでも話題となり注目を集
めている分野です。皆様のご参加を心よりお待
ちしております。

■開催日／平成29
（2017）
年8月30日
（水）
～9月1日
（金）
■会 場／広島国際会議場
●問い合わせ先
E-mail iwsec2017-inquiry@klab.is.sci.toho-u.ac.jp
URL http://www.iwsec.org/2017/

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‚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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2017年度日本建築学会大会（中国）
本大会では、人口が減少している我が国に
おいて、次世代を「育てる」ことが技術・文
化を発展させ継承していく重要な要素である
と考え、
「育てる」をメインテーマに「町を

大会委員長

西名 大作

（広島大学大学院工学研究科教授）

育てる」
、
「建物を育てる」
、
「仕事を育てる」、
「人を育てる」ことの重要性を再確認する機
会にしたいと考えています。研究発表会をは
じめ、一般市民・建築に興味を持つ高校生を
対象とした「記念シンポジウム」、見学会な
どの様々な行事を企画しています。

■開催日／平成29（2017）年8月31日（木）〜9月3日（日）
■会 場／広島工業大学
「三宅の森Nexus21」
○記念シンポジウム
■開催日／平成29
（2017）
年9月2日
（土）
13：20〜17：00
■会 場／広島国際会議場
●問い合わせ先
2017年度日本建築学会大会
（中国）
実行委員会事業部会
E-mail aij.jigyoubu@gmail.com

Pacific Circle Consortium 2017（41st Annual Conference）
PCC（Pacific Circle Consortium：環太平
洋コンソーシアム教育学会）は、アジア太平
洋地域を中心に世界中の教育関係者が集う
学会です。1977年の設立以来、日本での開
催は今回で６回目、広島では17年ぶり５回
目の開催です。今大会では「グローバル化の
光と影－平和な世界をつくる教育実践への示
卜部 匡司
唆」をテーマに、約150名が参加の予定です。
（広島市立大学国際学部准教授）
環太平洋地域の教育事情に触れる貴重な機会
です。皆様のご参加をお待ちしています。
Chair

■開催日／平成29
（2017）
年9月4日
（月）
～8日
（金）
■会 場／ JMSアステールプラザ
●問い合わせ先
PCC 2017 Hiroshima Conference Office
〒731-3194 広島市安佐南区大塚東3-4-1
広島市立大学国際学部比較国際教育学研究室内
TEL 082-830-1718 FAX 082-830-1718
URL http://www.urabe.intl.hiroshima-cu.ac.jp/
pcc2017/

第24回アジア太平洋警備業協会（APSA）国際会議広島大会
APSA（Asia Pacific Security Association）は、
アジア太平洋地区の加盟13の国と地域で構成さ
れ、同地区の警備業の発展を目指しています。こ
の度、日本で初めてとなるAPSA国際会議を平和
都市広島で開催します。同会議の基調講演には、
久保 信保氏（元消防庁長官）
、米田 壮氏（元警察
庁長官）のお二人をお迎えし、展示ブースでは最
新の警備機器等が紹介され、国内外から警備業関
係者約300名が参加予定です。

■開催日／平成29
（2017）
年9月13日
（水） 歓迎会
			
14日
（木） 国際会議、
祝宴会
			
15日
（金） オプショナルツアー
■会 場／グランドプリンスホテル広島
●問い合わせ先
第24回APSA国際会議広島大会事務局
〒163-0632 東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル32F
（一社）
全国警備業協会内
TEL 03-3342-5821 FAX 03-3342-6074

ミツワ広島風
激辛お好みソース
※詳細は下記までご連絡下さい
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RubyKaigi 2017
RubyKaigiはプログラミング言語Rubyの開発
者・利用者が国内外から集まる国際会議です。
2006年から現在までほぼ毎年開催されており、
昨年は約千名が参加しました。Rubyはまつも
とゆきひろ氏を中心として開発が進められてい
るプログラミング言語で、現在では世界中で多
くの方々に利用されています。RubyKaigiでは
まつもと氏を始めとするRubyの主要開発者も
参加し、Rubyについての技術的な発表、情報
交換、交流などが行われます。

■開催日／平成29
（2017）
年9月18日
（月）
〜20日
（水）
■会 場／広島国際会議場
■主 催／ RubyKaigi 2017 Team、
（一社）
日本Rubyの会
●問い合わせ先
RubyKaigi 2017 Team
E-mail 2017@rubykaigi.org
RubyKaigi Team
（昨年度）
一般社団法人日本Rubyの会
東京都渋谷区西原2丁目33-6 URL http://rubykaigi.org/2017

第28回日本緑内障学会
日本緑内障学会の大きな目標は緑内障患者
の視機能改善による国民福祉への貢献です。
国内の緑内障診療のレベルを高めることは学
会として重要なことと考えています。第28
回目の日本緑内障学会年次集会を広島大学視
覚病態学教室が担当いたします。テーマは「光
木内 良明

会長

（広島大学大学院医歯薬保健学
研究科視覚病態学教授）

あり」です。緑内障で失われる光を取り戻そ
うという願いを込めています。最新の知見の
みならず、ロービジョンにも光をあてました。
多くの関係者の参加をお待ちしています。

■開催日／平成29
（2017）
年9月29日
（金）
～10月1日
（日）
■会 場／リ ーガロイヤルホテル広島、NTTクレド
ホール
●問い合わせ先
広島大学大学院医歯薬保健学研究科
視覚病態学
（眼科）
〒734-8551 広島市南区霞1-2-3
TEL 082-257-5247 FAX 082-257-5249

広島県アルコール関連問題啓発フォーラム・第54回全日本断酒連盟全国（広島）大会
公益社団法人・全日本断酒連盟は、第54
回全国（広島）大会を広島県と共催で開催し
ます。アルコールの害によって悩み、苦しん
だ本人と家族が全国規模で開く集会で、今回
初めて広島県と共催することになりました。
現在の日本では多量飲酒者は約980万人と言
われており、健康障害、社会問題の原因にも
（
（公社）全日本断酒連盟理事長）なっています。お酒のことでお困りの方はも
ちろん、アルコール問題に関心のある方など、
どなたでも自由に参加できます。
主催者代表

中田 克宣

■開催日／平成29
（2017）
年10月1日
（日）
10時～15時30分
■会 場／広島サンプラザホール
■参加料／無料
●問い合わせ先
広島県断酒会連合会 会長 中田 克宣
〒731-0232 広島市安佐北区亀山南5-41-23
TEL/FAX 082-814-1874
携帯 090-4802-1865

第6回日本精神科医学会学術大会
本学会は、日本精神科病院協会1,200余会員
病院に勤務する医師はもとより、精神科医療に
従事する全職種、1,500名以上が参加する年一
回の全国大会です。今学会のテーマを「多様化

大会長

堀井 茂男

（日本精神科病院協会
中国・四国地区代表）

する精神科医療 〜当事者と治療者、医療、介
護、福祉、共存共栄の‘かたち’ 〜」とし、会長
講演、特別講演、教育講演、各分野のシンポジ
ウム、口演、ポスター発表、また、様々な医療
関連の商業展示ブース等も企画されており、盛
大な開催を期待しています。
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■開催日／平成29
（2017）
年10月12日（木）
・
13日
（金）
■会 場／広島国際会議場
●問い合わせ先
株式会社日本旅行
中四国コンベンショングループ
〒700-0023 岡山市北区駅前町2-1-7
JR西日本岡山支社ビル1F
TEL 086-259-5578 FAX 086-250-7682
E-mail japh6@wjcs.jp
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第45回日本放射線技術学会秋季学術大会
公益社団法人日本放射線技術学会では先進
医療に欠かせないCT・MRI等の画像診断や
放射線治療の最新技術の研究・開発を目的に
活動しています。第45回のテーマは「医療

大会長

上田 克彦

（京都大学医学部附属病院）

安全を科学する」と題し放射線診療を安心し
て提供できるための学術報告や討論を予定し
ています。また，3rd.ICRSTも同時開催して
国際的に著名な先生方の講演も予定しており
ます。

■開催日／平成29
（2017）
年10月19日（木）
～21日
（土）
■会 場／広島国際会議場
●問い合わせ先
URL http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki45/

第34回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
あらゆる「モノ」がインターネットにつな
がるIOTの情報収集手段として注目されるセ
ンサ・マイクロマシン技術。そのさらなる発
展を目標に、情報交換，研究成果およびアイ
デアの討議の場として開催される当該分野で
日本最大のシンポジウムです。2日目の11月
1日午後には、一般の方が無料で参加頂ける
田畑 修
公開講演会、ギネス記録保持者の指導による
（京都大学大学院工学研究科教授）
紙ヒコーキ滞空時間コンテストも開催予定で
す。皆様のご参加をお待ちしています。
実行委員長

■開催日／平成29
（2017）
年10月31日
（火）
〜11月2日
（木）
■会 場／広島国際会議場
●問い合わせ先
株式会社セミコンダクタポータル 谷 奈穂子
〒106-0041 東京都港区麻布台2-4-5
メソニック39MTビル4F
TEL 03-5733-4971
E-mail naoko.tani@semiconportal.com

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
－この夏、放影研を知ろう！－
公益財団法人 放射線影響研究所（広島市南区）では、8月5日（土）と6日（日）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パネル展示や講演
会のほか、骨強度測定などの健康測定コーナーをはじめ、液体窒素のマイナス196度の世界
や、DNAの取り出しを体験いただくサイエンス・コーナー、所内を巡るクイズ・スタンプ
ラリーなど、ご家族でお楽しみいただける盛りだくさんの企画を用意して、皆様のお越し
をお待ちしております。入場は無料です。
日
場
交

時：2017年8月5日（土）
・8月6日（日）9:00～16:00（入場15:30まで）
所：放射線影響研究所 （広島市南区比治山公園5-2）
通：無料シャトル便（9人乗り） 広島駅南口「21番バス停」発
（広島駅南口⇔放影研 9:00から15分おきに運行）
市内電車「広電宇品線」
（5号線：広島駅－比治山下経由－広島港）の
「比治山下」電停で下車、徒歩10分。
駐車場50台分あり。

特別展示「スクラップブックは語る 世界へ届いた『ヒロシマ日記』」
特別展示のほかにも、日ごろの調査研究の成果を部門別に展示しています。
5 日（土）13:30 ～ 14:30 放射線について子どもたちに分かりやすく解説する「出前授業」
講演会
6 日（日）13:30 ～ 14:30「ABCC －放影研の研究とみなさまの日常生活」
クイズ・スタンプラリー
参加型イベント
「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
展

示

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：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/
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コンベンションカレンダー［平成29（2017）年 8月～10月］
名

称

会

場

会

2 nd International Conference on ICT for
KKRホテル広島
Sustainable Development（ICT 4 SD 2017）
The 4 th Asian Symposium on Healthcare
KKRホテル広島
Without Borders（HWB 2017）
第39回広島YMCA国際青少年平和セミナー
広島YMCA国際コミュニティセンター
Hiroshima YMCA International Youth Peace Seminar
科学教育研究協議会
なぎさ公園小学校
第64回全国研究大会・広島大会（2017年） 広島なぎさ中学高等学校
第 20 回 画 像 の 認 識・理 解シンポジウム
広島国際会議場
（MIRU2017）
ひろしまジュニア国際フォーラム
（2017年） 広島国際会議場
The 12th International Workshop on
広島国際会議場
Security（IWSEC 2017）
2017年度日本建築学会大会（中国）
広島工業大学
The 4 th Asian Symposium on the Humanities &
KKRホテル広島
Human Rights Education（SHARE 2017）
第31回中国ブロック理学療法士学会
広島市西区民文化センター
Pacific Circle Consortium 2017
JMSアステールプラザ
（41st Annual Conference）
第24回アジア太平洋警備業協会（APSA）
グランドプリンスホテル広島
国際会議広島大会
RubyKaigi 2017
広島国際会議場
日本商工会議所青年部第35回中国ブロッ
グランラセーレ三次
ク大会三次大会
リーガロイヤルホテル広島
第28回日本緑内障学会
NTTクレドホール
広島県アルコール関連問題啓発フォーラム・
広島サンプラザ
第54回全日本断酒連盟全国（広島）大会
第 6 回日本精神科医学会学術大会
広島国際会議場
第52回全日本居合道大会
広島サンプラザ
第41回全国救護施設研究協議大会
ANAクラウンプラザホテル広島
第45回日本放射線技術学会秋季学術大会 広島国際会議場
第34回「センサ･マイクロマシンと応用シ
広島国際会議場
ステム」シンポジウム

国内
参加者
（人）

期

海外
参加
参加者
国数
（人）

8 月 1 日・ 2 日

10 100 20

8 月 1 日〜 3 日

10

90 20

8 月 4 日～ 8 日

60

40 9

8 月 7 日～ 9 日

700

10 2

8 月 7 日～10日

749

1

8 月21日〜24日

80

40 40

8 月30日～ 9 月 1 日

65

45 5

8 月31日～ 9 月 3 日

9,900 100 5

9 月 1 日～ 3 日

10

90 20

9 月 2 日・ 3 日

550

9 月 4 日～ 8 日

100 100 10

9 月13日～15日

150 100 11

9 月18日～20日

800 200 30

0

1,500

0

9 月29日～10月 1 日

2,000

50 20

10月 1 日

3,600

0

1

10月12日・13日
10月14日・15日
10月19日・20日
10月19日～21日

2,000
900
600
2,000

0
0
0
0

1
1
1
1

10月31日～11月 2 日

650

（「川の駅」）

ＷＡＴＥＲ ＴＡＸＩは、㈱アクアネットサービス
（TEL082-246-1310）が運航しています。
運航時刻等詳細は、㈱アクアネットサービスのホームページを
ご覧ください。
アクアネットサービス
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検索

平和記念
公園

1

50 10

ビッグフロントひろしま前の河岸緑地に「川の駅」がオープンし、広島駅と
平和記念公園が水上交通「ＷＡＴＥＲ ＴＡＸＩ」で結ばれています。
船からしか見られない広島の景色をお楽しみください。

縮景園

1

9 月29日・30日

広島駅のそばに「川の駅」ＯＰＥＮ

広島駅

2

