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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
　謹んで新春のお喜びを申し上げます。
　昨年を振り返りますと、我が国を訪れる外国人観光客（インバウンド）はさらに加速し、史上最速で 2 千万人を
突破、最終的な統計はまだですが、 1 年間で 2 千 8 百万人を超える方が訪れたと推測されます。
　広島に目を向けると、オバマ前米国大統領の広島訪問を機に平和記念資料館の来館者数が過去最高を記録するな
ど、国内外から多くの来広客をお迎えし、年末には広島市長のノーベル平和賞授賞式出席で、国際平和文化都市ヒ
ロシマが再び世界の注目を浴びました。カープの 2 年連続のリーグ優勝で街中が活気にあふれ、JR広島駅が、南
北自由通路の全面開通や「広島駅総合案内所」の新設により、中四国の中枢都市にふさわしい陸の玄関に生まれ変
わるなど、明るく希望に満ちたムードの中で新年を迎えられることを大変喜ばしく思います。
　当ビューローといたしましては、今年も積極的に観光・コンベンションによる地域経済活性化を目指して事業を
展開してまいります。コンベンションのホームページを海外のMICE主催者にとってより魅力あるものにリニュー
アルし、新たに発表するMICEのロゴマークを活用して産学公連携をはじめとした「チーム広島」でMICE誘致に
取り組みます。多言語でスマートフォン対応の広島広域観光情報サイトやSNSなど多様なニーズに合わせた情報発
信、インバウンド受入態勢の整備、祭の開催や平和大通りのにぎわいづくりなど、観光事業にもさらに注力します。
フィルム・コミッションも、『この世界の片隅に』の制作支援が評価された昨年のJFCアウォード最優秀賞受賞を
励みに、ロケ誘致・支援に努めます。広島が国内外からより多くの方が訪れる魅力あふれる街となるよう、今年も
取り組んでまいる所存です。
　2018年が皆様にとって素晴らしい年になりますようお祈りするとともに、当ビューローへの一層のご支援・ご協
力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

牡蠣棚の朝（写真提供 広島県）

■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
URL http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb/
広島広域観光情報サイト ひろたび（日本語版）
https://www.hiroshima-navi.or.jp
Explore HIROSHIMA（英語版）
https://www.hiroshima-navi.or.jp/en
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産学公連携MICE推進協議会を開催しました

観光・コンベンション TOPICS
平和大通り芸術展Hiroshima ARTery にお出かけください

　広島市街地の中央部を東西に貫く平和大通りで、散策
とアートを楽しむ新企画「平和大通り芸術展Hiroshima 
ARTery」を開催します。お誘い合わせの上、お出かけくだ
さい。

arteryは英語で動脈、（川、道路などの）幹線という意味です。
平和記念都市建設の理念を象徴する存在である広島平和大通りは、広島市中心部隋一の幹線道路であるととも
に、広島市現代美術館へとつづく文化の大動脈でもあります。この通りを歩く人が少しの間立ち止まり、何か
に対して思いを馳せてもらえるような展示やイベントを実施します。

　当ビューローは、MICE関係団体、大学、行政機関等から選
出された委員による「広島産学公連携MICE推進協議会」を運
営し、産学公が一致協力して広島にMICEを誘致するための情
報交換や協議・検討を進めており、昨年10月25日（水）に広島
国際会議場で第1回協議会を開催しました。今回は、当ビュー
ローコンベンション振興部の上半期活動報告及び広島におけ
るMICE振興のための新たな取組みとして、MICEのＩにあた
る「インセンティブ（企業等が実施する報奨旅行や上位顧客等
を対象とする招待旅行）」の誘致を目的とする「インセンティ
ブ部会」の設置に関して協議しました。産学公それぞれの立場で広島のMICEに関わる委員の皆様から貴重な
ご意見をいただき、インセンティブ部会を設置することとなりました。今後は、国際・国内会議等の誘致に加
え、インセンティブの誘致に努めてまいります。

平和大通り情報サイト「ひろしま平和大通り」を開設しています

https://peace-boulevard.jp/

広島平和大通りの情報を、「散策する」「イベント」「泊

まる」「歴史を知る」など、カテゴリー別に集約した情

報サイトです。平和大通り芸術展 Hiroshima ARTery の

情報もこちらからご覧いただけます。

会期　平成30（2018）年1月27日（土）〜 3月4日（日）
場所　ANAクラウンプラザホテル広島前緑地帯、
　　　クリスタルプラザ前緑地帯、ヱビデンギャラリー
内容　アート展示、アートツアーなど
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　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。

観光振興部の広島商工会議所ビルへの移転のお知らせ

2017 広島観光親善大使が観光行事等のお手伝いをします

　現在、ビューロー観光振興部は、平和記念公園
レストハウス2階に事務所を設けていますが、こ
の度レストハウスの耐震改修工事に伴い、事務所
を広島商工会議所（中区基町5-44）6階に移転す
ることになりましたので、お知らせします。
　移転時期は平成30年2月3日（土）、4日（日）を予
定しています。
　また、長年親しまれてきた売店も１月末をもっ
て閉店することとなりました。
　これまでの賛助会員様をはじめ多くの皆様のご
理解とご協力に感謝申し上げます。

（左から）中上 優さん、森田 初実さん、三原 香織さん

赤い羽根共同募金（中上さん） ツーリズムＥＸＰＯジャパン（森田さん） 酒まつり2017（三原さん）

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

●内容　
　�司会、式典（イベント等）の補助、イベント等での広島市の観光紹
介（観光ＰＲ）など

●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は１人１日� 15,000円
� �4時間未満� 8,500円
　　　　　　　　　　　賛助会員以外の場合は１人１日� 18,000円
� �4時間未満� 11,500円

―こんな活動をしています―
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結核予防会広島県支部
支部長　松浦 雄一郎

■開催日／平成30（2018）年2月13日（火）・
　　　　　14日（水）
■会　場／リーガロイヤルホテル広島
●問い合わせ先
　公益財団法人広島県地域保健医療推進機構
　〒734-0007　広島県広島市南区皆実町1-6-29
　TEL 082-254-7111　FAX 082-254-1168

　結核予防全国大会は、今なお深刻な感染症の
ひとつとなっている結核について、全国の結核
予防関係者が一堂に会し、結核対策の将来に向
けての方針や対策推進の諸方策など、直面する
結核の諸問題について討議します。国民の結核
に関する関心を高めると同時に討議された重要
な事項については、大会の名のもとに政府や国
会等関係方面にその実施方策について要望する
など、結核関係者にとっては最も重要で大きな
大会となっております。

第69回結核予防全国大会

会長　近間 泰一郎

■開催日／平成30（2018）年2月15日（木）〜
　　　　　17日（土）
■会　場／グランドプリンスホテル広島
●問い合わせ先
　角膜カンファランス2018運営事務局
　〒541-0041 大阪市中央区淡路町3-6-13
　株式会社コングレ内
　TEL 06-6229-2561　FAX 06-6229-2556
　E-mail：cornea2018@congre.co.jp
　URL http://www.congre.co.jp/cornea2018/

　角膜カンファランスは、角膜疾患の臨床およ
び研究の発展と研究者の交流を図るために毎年
開催されます。今回は42回目で初めての広島開
催となります。今回は「結集!!　角膜の神秘を
科学しよう。」のテーマのもと特別講演、招待
講演、シンポジウムを予定いたしております。
「発生からみた再生医療」をメインテーマとし
て角膜再生医療の現状と未来についてプログラ
ムを企画いたしました。皆様のご参加を心より
お待ち申し上げます。

角膜カンファランス2018（第42回日本角膜学会総会、第34回日本角膜移植学会）

（広島大学大学院視覚病態学
（眼科学）准教授）

■開催日／ 平成30（2018）年3月8日（木）・  
9日（金）

■会　場／広島大学東広島キャンパス
　　　　　学士会館2Ｆ レセプションホール
●問い合わせ先
　広島大学放射光科学研究センター事務室
　TEL 082-424-6293　FAX 082-424-6294
　E-mail hisor@hiroshima-u.ac.jp
　URL  http://www.hsrc.hiroshima-u.ac.jp/

symposium/2018/22nd_symposium.htm

　放射光は、物質の性質や生命の仕組みの解明
で活躍する非常に明るく指向性の高い光です。
本シンポジウムでは、放射光を利用した物質科
学、生命科学研究および光源加速器研究におい
て、世界の第一線で活躍する海外研究者に講演
していただき、先端研究の国際動向と今後の展
開について議論します。ポスター発表のセッ
ションも設けており、活発な研究討論が期待さ
れます。入場無料ですので、多くの皆様のご来
場をお待ちしております。（使用言語：英語）

 第22回広島放射光国際シンポジウム

実行委員長　松尾 光一
（広島大学放射光科学
研究センター准教授）

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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■開催日／平成30（2018）年3月29日（木）・30日（金）
■会　場／広島大学霞キャンパス・広仁会館
●問い合わせ先
　第7回ヒロシマカンファレンス事務局
　〒734-8553　広島市南区霞1-2-3
　広島大学霞地区運営支援部総務グループ内
　TEL 082-257-5604　FAX 082-257-5615
　E-mail kasumi-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp
　 URL https://www.hiroshima-u.ac. jp/en/dent/ 

international_exchange/International_symposium/ 
7thHC

　広島大学歯学部では、世界に開かれた教育研究
拠点として、歯学分野における国際協力・国際
貢献に積極的に取り組んでいます。その一貫と
して、平成１７年度から隔年で国際シンポジウム 
Hiroshima Conferenceを開催しています。今回は
“Diversity in Oral Science Research”をテーマに
様々なシンポジウムおよび若手研究者のセッショ
ンを予定しています。詳細はホームページをご覧
ください。

7th Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry

※詳細は下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

大会長　加藤 功一
（広島大学歯学部長）

　広島、浜田、高知の３市と商工会議所が協力し、中四国地方の企業・団体が熱意とこだわりを持って開発した商品の見本市
｢第16回　ビジネスフェア中四国2018 －中四国発・こだわり良品発掘メッセ－｣ を広島市で開催します。

　このたびのフェアは、中四国の8県から128の企業・団体が出展し、商品内容も地域色豊かでバラエティに富んだものとなっ
ております。ビジネスチャンスの拡大のために、このフェアをぜひご活用ください。

ビジネスフェア中四国実行委員会事務局　
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号　 広島市経済観光局産業振興部商業振興課内
ＴＥＬ 082-504-2236　ＦＡＸ 082-504-2259　E-mail syogyo@city.hiroshima.lg.jp

　問い合わせ先

日　　時　平成30（2018）年2月2日（金）10:00~17:00
2月3日（土）10:00~16:00（2月3日(土)は、一般公開し、消費者の皆様への展示販売も行います。）

場　　所　広島市中小企業会館総合展示館（広島市西区商工センター 一丁目14番1号）

出展構成　地域ブランド食品、健康・快適商品、エコ商品、中小企業支援（128企業・団体）※平成29年11月14日現在

主　　催　ビジネスフェア中四国実行委員会
　　　　　[広島市、浜田市、高知市、広島商工会議所、浜田商工会議所、高知商工会議所]

【第16回 ビジネスフェア中四国2018の特色】
①新規出展者は約37％を占めます。
　 全出展者128企業・団体のうち、約37％の47社が新規出展者です。新たなビジネスチャンスが期待できます。
②来場事業者から高い評価をいただいています。
　 前回のアンケートでは、9割以上の来場事業者から「次回も来場したい」との評価をいただいています。
【前回実績（平成29年2月3日・4日開催）】
　出展者数：142企業・団体　　商談件数：4,141件　来場事業者数：435社、755人　一般来場者数：3,200人

*** 詳しくはホームページ（http://www.city.hiroshima.lg.jp/keizai/conv/fair/index.html）をご覧ください。***

第16回 ビジネスフェア中四国2018 ー中四国発・こだわり良品発掘メッセー 
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古式ゆかしく「舞楽」で心に残るおもてなし

　インド発祥の器楽と舞が中国大陸や朝鮮半島を通じて奈良時代に日本に伝わり、平安時代に大成したものです。かつて天皇
や貴族が楽しんだ優雅な舞の伝統は、皇室の行事や社寺などに今も受け継がれており、特別な行事などにおいて演じられます。
現在舞楽を鑑賞する機会は、神社仏閣の行事の際など非常に限られていますが、浄土真宗の法要儀式に出仕しておられる「広
島雅楽会」のご協力により、舞楽を提供することができました。

　昨年10月19日から21日まで開催された大会の情報交換会の
冒頭で、舞楽の代表的な演目である「蘭

らんりょうおう

陵王」を舞っていた
だきました。
　会場には舞台が設

しつら

えられ、厳かな雰囲気の中、管弦の調べ
に合わせて、鮮やかな緋

ひいろ

色の衣装に舞楽面をまとった舞い手
が登場します。眉目秀麗な名将であった蘭陵王が美貌を獰猛
な仮面に隠して戦に挑み見事大勝したという逸話にちなんだ、
優雅でありながら勇壮な舞は観るものを魅了し、20分の上演
時間が短く感じられました。

　滅多に鑑賞する機会がない舞楽の上演は、国内外から広島を訪れる参加者の心に残るおもてなしとなるでしょう。「広島雅
楽会」には、ご都合があえば舞楽を披露いただくことについてご了解をいただいていますが、伝統と格式ある舞楽の上演には、
食事をしながらの鑑賞はできないなどいくつか制約があり、準備にも時間がかかります。会議等の懇親会に舞楽の上演を希望
される方は、できるだけ早めに当ビューローにご相談ください。（TEL 082-244-4853）

舞楽とは

「第45回日本放射線技術学会秋季学術大会」情報交換会で実施

舞楽上演について

　当ビューローでは、参加人数など一定の基準を満たす大規模会議に対して、広島ならではのおもてなしとして、神楽などの伝統
芸能等を提供しています。今回は、千年以上の歴史を誇る「舞楽」を提供した事例をご紹介します。

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。支援内容によっては一定の基準を設けているものがありますので、あらかじめご了承ください。

コンベンション開催を支援します！

【誘致・立候補段階の支援メニュー】
●開催立候補のための企画提案書（日英）の作成支援
●プレゼンテーションやPRのための使用可能なデータの貸与
● コンベンション誘致助成・会場費助成及びコンベンション

開催準備資金の貸付
●キーパーソンの視察受入
●広島市長からの招請メッセージの提供
●会議施設、宿泊施設等の紹介

【開催に関する支援メニュー】
●関連企業の紹介
●行政等関係機関との連絡調整
●コンベンションの広報支援
●シャトルバス等の運行助成
● ユニークベニュー、エクスカーションの紹介（広島らしい

趣向を凝らした様々なプログラムの提案）
●広島らしいアトラクションの紹介及び提供（神楽等）
● お客様のためのおもてなしプログラム（広島観光親善大使

派遣、市民交流プログラムの実施支援、平和記念資料館観覧
料免除、外国語ボランティアガイド派遣）の紹介及び提供

●広島市長からの開催歓迎メッセージの提供
●歓迎用看板の掲出（JR広島駅、広島空港、シャレオ）

お気軽にご相談ください！
　（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　hcvb@hiroshima-navi.or.jp
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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69回結核予防全国大会 リーガロイヤルホテル広島 2 月13日・14日 1,500 0  1  
角膜カンファランス2018（第42回日本角
膜学会総会・第34回日本角膜移植学会） グランドプリンスホテル広島 2 月15日～17日 1,000 10 3  
第22回広島放射光国際シンポジウム 広島大学東広島キャンパス・学士会館 3 月 8 日・9 日 90 10 10 
7 th Hiroshima Conference on 
Education and Science in Dentistry 広島大学霞キャンパス・広仁会館 3 月29日・30日 150 50 10 

※コンベンション紹介記事及びコンベンションカレンダーは当ビューローの基準に基づき掲載しています。

コンベンションカレンダー［平成30（2018）年2月～4月］

　
広島国際映画祭HIROSHIMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
　秋の文化イベント「広島国際映画祭2017」が、昨年11月24日（金）から26日（日）まで、NTTクレドホールを主な会場に、
国内外から多数の映像制作者や俳優などのゲストを迎え開催され、延べ8,558人の来場者で賑わいました。
　当映画祭は、“ポジティブな力を持つ作品を、世界中から集めた映画祭”をコンセプトに、被爆から復興を遂げた広島ならで
はの映画祭を目指し、「特別招待作品」、「短編映画コンペティション」、「ヒロシマEYE」など、バラエティに溢れるプログラ
ムで構成されています。広島フィルム・コミッションでは、当映画祭と協力して作品上映・トークショー、映像製作者を対象
にしたロケ地ツアー、会場内でのPRブースの設置などを行いました。
特別招待作品
　日本の「茅ヶ崎物語」、韓国の「Brothers in Heaven」、カンボジアの「エグジー
ル」、スペインの「ルイ14世の死」など、国際色豊かな作品が上映されました。
短編映画コンペティション
　6か国6作品がノミネートされ、ポルトガルのマルタ・マテウス監督作品「棘

とげ

と荒地」がヒロシマグランプリ、台湾のファン・シェン・ミン監督作品「行き
詰まって」が審査員特別賞、フランスのギョーム・ブラック監督作品「ハンネ
と革命記念日」が観客賞を受賞しました。
ヒロシマEYE
　広島を様々な視点から描く「ヒロシマEYE」では、広島フィルム・コミッショ
ンが支援し大きな話題となったアニメ映画「この世界の片隅に」が昨年に続き
上映され、上映後に行われた公開一周年記念パーティーでは片渕監督と声優の
栩
とち

野
の

幸
ゆき

知
とも

さんが参加され大いに盛り上がりました。また、クロージング作品と
して広島でもロケ撮影された「エルネスト」が上映され、阪本順治監督と主演
俳優のオダギリジョーさんのトークショーもあり、立見が出るほどの入場者
（650人）で満席となりました。
ヒロシマ平和映画賞
　全作品の中から“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”に
与えられる「ヒロシマ平和映画賞」に阪本順治監督作品「エルネスト」が選ばれ、
昨年の片渕須直監督作品「この世界の片隅に」に続き、広島フィルム・コミッショ
ンが支援をした映画が２年連続での受賞となりました。授賞式で阪本監督は「平
和の名を冠した賞をいただけたことは大変光栄である。」と、受賞の喜びを述
べられました。
　2018年は、前身の「ダマー映画祭inヒロシマ」を含め10回目の節目の開催
となります。よりパワーアップされた「広島国際映画祭」を皆様お楽しみに ! !
【アニメーション映画「この世界の片隅に」】
　平成 28年 11月に公開された長編アニメーション映画で、原作は広島市出身の漫画家こうの史代さん。片渕須直監督が 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、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た。昭和 19年に江波から呉に 18歳で嫁いだ主人公すずが、戦時下の困難の中にあっても工夫を凝らし
て心豊かに生きる姿を描いている。2016 年の「ヒロシマ平和映画賞」のほか「第 90回キネマ旬報ベストテン日本映画第 1位」など数々の賞を受賞した。なお、広島フィルム・
コミッションもこの映画の制作支援が評価され、第 3回 JFCアウォード最優秀賞を受賞した。
【映画「エルネスト」】
　平成 29年 10月に公開された日本・キューバ合作映画で、キューバ革命でチェ・ゲバラの下で戦い、ゲバラからファーストネーム “エルネスト”を授けられた日系２世フレディ
前村 ( オダギリジョー ) の生涯を描いている。映画冒頭の重要なシーンとして、1959 年にキューバの革命家チェ・ゲバラが平和記念公園を訪れたシーンから始まっており、昨年
夏の広島でのロケ撮影では、当時の平和記念公園、原爆ドーム、平和記念資料館、ホテルなどを再現して撮影された。

「エルネスト」のトークショー
オダギリジョーさん（中央）と阪本順治監督（右）

広島フィルム・コミッションが実施したロケ地ツアー
（おりづるタワー）

閉会式の様子
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★詳しくはホームページでご案内しています。
【お問合せ】広島市佐伯区湯来町多田2563番地の1　
広島市国民宿舎湯来ロッジ　TEL�0829-85-0111　

スポーツツーリズムと地域振興
～2020 年までに何をなすべきか～

　スポーツは、様々な社会的効果、経済効果を地域へ創出するチカラを持っています。昨今、スポーツを景観・環境・文化など
の地域資源と掛け合わせ、持続的なまちづくりや地域活性化に繋げようとする取組が全国的に生まれてきています。このセミナー
では、スポーツ庁としての地域活性化の考え方や、地域スポーツコミッションへの支援・スポーツツーリズムの推進等に係る具
体的な施策について、事例を交えてご講演いただきます。

観光・コンベンションセミナー
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

■�講演① 16:05 ～ 16:35���「スポーツによる地域活性化」

平
ひら

　井
い

　明
あき

　成
しげ

　氏　（スポーツ庁スポーツ総括官）
【平井�氏プロフィール】

1961 年生まれ。昭和 61 年京都大学大学院工学研究科修了。同年文部省入省。平成 15 年北陸先端
科学技術大学院、大学先端科学技術研究調査センター教授。平成 20 年文部科学省大臣官房文教施設
企画部参事官。平成 24 年東京大学施設部長・副理事、平成 26 年文部科学省大臣官房文教施設企画部
計画課長。平成 28 年 4 月より現職。

■�講演② 16:35 ～ 17:20�  
「東京 2020 オリパラを契機としたスポーツツーリズムと地域振興」

原
はら

　田
だ

　�宗
むね

����彦
ひこ

　氏　（一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構会長、
早稲田大学スポーツ科学学術院教授）

【原田�氏プロフィール】�
1954 年生まれ。京都教育大学教育学部卒業、筑波大学大学院修了、ペンシルバニア州立大学体育・

レクリエーション学部博士課程修了。日本スポーツマネジメント学会会長、一般社団法人日本フィッ
トネス産業協会理事、ＪＫＡ公益事業審査委員、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構会長
など。「スポーツ都市戦略」(不動産協会賞受賞：学芸出版社 )など著書・訳書多数。

■日　時　 平成３０年�２月６日（火）１６：００～１７：３０
 　　　　　　講演① 16:05 ～ 16:35　　講演② 16:35 ～ 17:20　　���質疑応答　17:20 ～ 17:30
■会　場　 ホテルグランヴィア広島�４階「悠久」〔広島市南区松原町 1-5　TEL(082)262-1111〕
■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　広島商工会議所　産業・地域振興部　観光振興チーム
   （申込先）�    〒 730-8510　広島市中区基町 5-44　　　　				TEL(082)222-6651		FAX(082)222-6411

広島市国民宿舎湯来ロッジのご紹介

国民宿舎湯来ロッジ 検索

広島市内中心部から車で約１時間。渓谷沿いの閑静な環境に包まれた国民宿舎「湯来ロッジ」。
源泉掛け流しの温泉は、ラジウム含有量が豊富で湯質の良さは折紙つきです。
自慢の露天風呂では、清流水内川や清々しい木々など、豊かな自然に彩られた四季折々の
美しい景色を眺めながら、ゆったりとしたやすらぎのお時間をお楽しみいただけます。

隣りの「湯来交流体験センター」では、人気のこんにゃく作
りや工作体験のほか、湯来で獲れたジビエの薫製作りや餅つ
きなど、冬ならではの体験プログラムも用意しています。（予
約が必要なものもあります。）

温泉は、日帰り利用も
できます♪

広島市の奥座敷、湯来温泉！


