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世界へ届け

テーマ

開催期間

5月3日・4日・5日
公式ホームページ

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

花と平和のメッセージ

会場

平和記念公園・平和大通りほか

http://www.hiroshima-ff.com

（写真は 2017 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、200以上の団体のご協力により、ひろしまフ
ラワーフェスティバルの開期中、平和記念公園が色とりどりの花でいっぱいになります。夜はライトアップを
お楽しみください。（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
平成30年度事業計画が決定しました������� ２
姉妹都市ホノルルを親善訪問���������� 2
国際会議等誘致のためのMICEロゴマークをご活用ください� ３

広島ＦＣロケ支援映画「孤狼の血」 5 月12日（土）公開� ３
コンベンション紹介記事���������� ４ 〜 ６
コンベンションカレンダー����������� ７
FISE Hiroshima 2018ー最高峰の都市型スポーツ世界大会が日本初開催ー� ７

平成29年度観光・コンベンションセミナー
優良従業員表彰・賛助会員交流会�������� ８
2018広島観光親善大使を募集します������� 8
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（公財）
広島観光コンベンションビューロー
平成30年度事業計画が決定しました
3月26日
（月）
に公益財団法人広島観光コンベンションビューローの理事会、3月28日（水）同評議員会で、平成30年度事
業計画及び収支予算が、決議・承認されました。
平成30年度においても、国内外からの来広客をさらに拡大・持続させる取り組みを進めてまいります。

コンベンション
グローバルMICE強化事業により生み出された広島のMICEブランド及びMICEロゴマーク、刷新したホームページ、新たに設ける
中規模会議を対象とする誘致助成制度等を効果的に活用し、MICEの誘致及び支援の充実に取り組みます。

重点事業
⑴ 新しい広島のMICEブランドやMICEロゴマークを積
極的に活用することで、プロモーションの強化を図る。
また、関係者に対して「チーム広島」としての一体感
を醸成し、MICE誘致を推進する。
⑵ 他都市との連携による海外コンベンショントレード
ショーへの新規共同出展を行い、MICE誘致を推進する。
⑶ 誘致助成制度の対象を中規模会議まで拡大し、国際
会議誘致の促進を図る。
⑷ プランナーズガイドの内容を充実し、海外コンベン
ショントレードショーでのプロモーション強化を図り、
MICE誘致を推進する。
⑸ 従来の産学公連携に加え、産業界との更なる連携強
化を図るため、テクニカルビジットを開発し、MICE誘
致を推進する。
プランナーズガイド（旧年度版）

昨年の海外トレードショーでの商談風景

観光
引き続き国内外から多くの方に広島にお越しいただくため、新たな観光資源の開発、観光客の受入態勢の整備、観光関係情報の発
信等をより一層充実させる取り組みを行います。

重点事業
⑴ 訪日外国人観光客の中でも、来広割合の高い欧州及
びオーストラリアでの広島の観光ＰＲ及びマーケット
情報の収集を強化し、外国人観光客の誘致を推進する。
⑵ 事業者を対象とした「インバウンド受入ビジネスフェ
ア」を開催するとともに、民間事業者間の連携を深め、
広島のインバウンド受入態勢の更なる強化を図る。
⑶ 周辺市町や観光関連団体との連携によるプロモー
ション活動を行い、国内観光客の誘致を推進する。
⑷ 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、広島発の映像情報の発信などにより、広
島のイメージアップを図るとともに、広島への観光客
誘致を推進する。
⑸ 広島平和大通りを中心として、新たなにぎわいづく 昨年のインバウンド受入ビジネスフェアに際して
り等の検討を行い、魅力溢れる都心を創出し、観光客 開催されたセミナーの様子
誘致を推進する。

広島フィルム・コミッションが支援し、
昨年公開された映画「エルネスト」

姉妹都市ホノルルを親善訪問
3月8日（木）から14日（水）まで、当ビューロー 佐々木 克行 常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。
一行はカーク・コールドウェル ホノルル市長などへの表敬訪問、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出席を通じて交流を深めたほか、地
元ラジオへの出演や、「第24回ホノルルフェスティバル」にも参加し、魅力ある観光
地広島をアピールしました。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。
広島市の最初の姉妹都市であるホノルル市への親善訪問の歴史は長く、今年で53回目を数えます。このご縁を大切
に、今後も同市との交流を深めてまいります。
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国際会議等誘致のためのＭＩＣＥロゴマークをご活用ください
当ビューローでは、MICE開催地としての広島市の知名度を向上させ、国際会議をはじめとしたMICE誘致につなげる
ためのMICEロゴマークのデザインを公募し、284件の応募作品の中から厳正な選考審査の結果、MICEロゴマークを決定
しました。
ブランド
コンセプト

平和の中心地「広島」を通じて、新たな解決・決意・変化をもたらす

ブランド名

Hiroshima, Japan

タグライン

デザイン趣旨
広島の平和のシンボルである折り鶴と、日本
の日の丸や平和の灯火を象徴する円を組み合
わせ、広島の「Ｈ」を表現しています。

※ブランドが持つベ
ネフィット（優れた
点）をわかりやすく
伝えるための表現

平和をイメージできる都市として世界的な知名度が
ある“HIROSHIMA”に、MICE開催地として世界的な
ブランド力がある”JAPAN”を組み合わせました。

「平和的な解決策に至る」という平和の意味ととも
に、「革命的に解決する」という力強い意味を持つ
“Resolutions”を用いることで、以下の意味を込めま
した。
Meeting Resolutions
・世界平和を願う都市として「平和的な解決策を与
える地」、
「平和に向けて決意する都市」であること。
・ビューローの「我々は皆さんの問題解決策を探す
お手伝いをする。」という姿勢。

ビューロー、広島市、地元MICE関連事業者等が、あらゆる機会を通じセールスツールとしてロゴマークを使用するこ
とにより、MICE開催地としての広島市の魅力の訴求及びイメージの向上、オール広島での誘致体制の強化を図ります。
皆様にも、MICE誘致強化のツールとして今後このロゴマークを国際会議誘致資料、パンフレット、ホームページなど
でご活用いただければ幸いです。
ロゴマークの使用については、当ビューローの公式サイト（https://www.hiroshimacvb.jp）から直接お申込みいただ
くか、コンベンション振興部にご相談ください。(082-244-4853)

当ビューローの公式サイトをリニューアルしました
新サイトのアドレス：https://www.hiroshimacvb.jp
アドレスが変わりましたので、ブックマークの変更をお願いします。
（旧サイトにアクセスすると新サイトに自動転送されます。）
MICE主催者の皆様にも使いやすい、MICE情報満載のサイトで、スマー
トフォンにも対応しています。ぜひご利用ください。

広島FCロケ支援映画

5月12日
（土）
公開

広島フィルム・コミッションがロケ支援を行った映画「孤狼の血」（監督：
白石 和彌）が5月12日（土）から全国で公開されます。柚月 裕子さんの同名の
小説の映画化で、主演の役所 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、豪華キャストが出演しています。
撮影はすべて広島県内で行われ、広島市内では駅前の旅館や、広島県庁、
鷹野橋、流川などで撮影されました。地元からも多数の役者さんやエキスト
ラさんが出演しています。昨年12月に
は、白石監督、主演の役所さんのほか、
湯﨑広島県知事や、松井広島市長も出席

役所 広司さん（右）と松坂 桃李さん（左）

して「広島キックオフミーティング」が行われるなど、ロケ地広島も映画を全力
でバックアップしています。
ぜひ映画館に足をお運びください。
「広島キックオフミーティング」の様子

「孤狼の血」公式サイト
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第56回IBMユーザー・シンポジウム 広島大会
今年56回目となる「IBMユーザー・シンポ
ジウム」は「研鑽と交流」を目的としたIBMユー
ザー研究会の全国大会です。大会は全国の会
員の皆様からご提出いただいた論文の中から、
厳しい選考を経て決定した優秀論文の表彰と
発表や開催地にちなんだテーマの講演、著名
講師による基調講演や特別講演などの研鑽プ
ログラムと会員同士で情報交換ができる交流
会などのプログラムをご用意しています。詳
細は大会HPでご確認ください。

■開催日／平成30（2018）年5月17日（木）
・18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
全国IBMユーザー研究会連合会
IBMユーザー・シンポジウム事務局
TEL 050-3150-6260  
E-mail ukenmail@jp.ibm.com
大会HP www.uken.or.jp/symp/

第68回日本西洋史学会大会

実行委員長

井内 太郎

（広島大学大学院文学研究科教授）
静岡大学電子工学研究所 特任教授）

日本西洋史学会は、国内外の西洋
史研究者が集う、わが国で最大規模
の西洋史学の研究集会です。グロー
バル・ヒストリ－、ジェンダー、民
族問題、政治文化、教育など、近年
注目されている様々な研究分野の最
新の成果について報告され、議論さ
れる大会となっています。詳細はホー
ムページをご覧下さい。

■開催日／平成30（2018）年5月19日（土）
・20日（日）
■会 場／ JMSアステールプラザ（19日）
広島大学東千田未来創生センター（20日）
●問い合わせ先
第68回日本西洋史学会大会事務局
〒739-8522 東広島市鏡山1-2-3
広島大学文学研究科西洋史研究室内
TEL 082-424-6652 FAX 082-424-6652
E-mail tinai@hiroshima-u.ac.jp
URL http://www.seiyoushigakkai.org/2018/index.html

2018Joint ISAF-FMA-AMF-AMEC-PFM Conference in HIROSHIMA（IFAAP2018）

General Chair

鶴見 敬章

（東京工業大学大学院
理工学研究科教授）

IFAAP2018は米国電気学会（IEEE）主催の
強誘電体応用シンポジウム（ISAF）と国内の
強誘電体応用会議（FMA）、アジア強誘電体会
議（AMF）が初めて連合、さらにアジア電子
セラミックス会議（AMEC）と圧電プローブ
顕微鏡会議（PFM）もジョイントし、従来に
ない最大規模の会議となります。主要なトピッ
クスは誘電体セラミックスで、科学技術の最
新の進歩について議論し、約500件の口頭発
表と約500件のポスター発表が行われます。

■開催日／平成30（2018）年5月27日（日）〜 
6月1日（金）
■会 場／広島国際会議場
●問い合わせ先
IFAAP2018事務局
〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1
東京工業大学鶴見・武田研究室
FAX 03-5734-2514
E-mail ifaap@hiroshima2018.com
URL http://www.hiroshima2018.com

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）

4

中区榎町10‑23
☎291‐6 3 4 0
FAX292ー8142
E-Mail:musashi@musubiｰmusashi.co.jp

Vol.110 APR.2018

第117回日本皮膚科学会総会

会頭

秀 道広

（広島大学大学院医歯薬保健学
研究科 皮膚科学教授）

日本皮膚科学会総会は全国の皮膚科医や皮
膚科学に関する基礎医学研究者の研究成果の
発表、検討、情報交換、および教育の場とし
て活用されています。今回の総会のテーマは
「皮膚科学の時空」です。通常の講演や企業展
示に加え、電子ポスターや皮膚組織のVirtual
Reality（VR）、視覚と接触触感覚を備えた空間
立体映写技術を展示し、参加者が皮膚を基軸
に縦横に時空を駆け巡り、皮膚科学の原点と
可能性を体感できる学会を目指しています。

■開催日／平成30（2018）年5月31日（木）～6月3日（日）
■会 場／リ ーガロイヤルホテル広島、広島県立
総合体育館、NTTクレドホール
●問い合わせ先
運営事務局：公益社団法人日本皮膚科学会 総会・学術大会チーム内
第117 回日本皮膚科学会総会 運営事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL 03-3811-5079 FAX 03-3812-6790
E-mail jda2018@dermatol.or.jp
URL http://jda117.jp/

日本比較教育学会第54回大会

大会委員長

吉田 和浩

（広島大学教育開発国際協力
研究センター教授）

日本比較教育学会は、世界各国の教育
研究をしている国内外の研究者が一堂に
会し、グローバルな視点から互いの研究
を比較考察していく学術領域です。公開
シンポジウムでは、
「比較教育研究がSDG
４に果たす役割」と題し、近年大きな関
心が寄せられているSDGs（持続可能な開
発目標）のうち、教育を対象としたSDG
４の世界における最新事例研究を紹介し
ます。公開シンポジウムはどなたでも無
料で参加できます。ぜひご来場ください。

■開催日／平成30（2018）年6月22日（金）～
24日（日）
公開シンポジウム：6月23日（土）
■会 場／東広島芸術文化ホールくらら
●問い合わせ先
日本比較教育学会第54回大会準備委員会
〒739-8529 東広島市鏡山1-5-1
広島大学大学院国際協力研究科
E-mail jces54kurara@gmail.com
URL http://gakkai.hiroshima-u.ac.jp/index.html

日本臨床歯周病学会第36回年次大会

大会長

鈴川 雅彦

（AICデンタルクリニック院長）

当学会は、歯科臨床に携わります開業医
が主体となった3,500名を越す会員を有する
NPO法人で、歯周治療の研鑽を通じて歯科
臨床の向上に務め、国民の健康、福祉の増
進に寄与することを目的とし、年1回年次大
会を開催しています。「炎症と慢性疾患～私
たちは全身の健康を維持できるのか? ～」を
テーマに、歯科医師・歯科衛生士セッション、
ケースプレゼンテーション・ポスターセッ
ション、市民フォーラム等を予定しています。

ミツワ広島風
激辛お好みソース

■開催日／平成30（2018）年7月7日（土）
・8日（日）
■会 場／ 広島国際会議場
●問い合わせ先
日本臨床歯周病学会第36回年次大会 運営事務局
㈱エス・ティー・ワールド コンベンション事業部内
〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-30
天神西通りビジネスセンター6F
TEL 092-288-7577 FAX 092-738-3791
E-mail jacp36@stworld.co.jp
http://jacp36.com/

広島の味・瀬戸の味は ヒロコシにおまかせください

※詳細は下記までご連絡下さい
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第19回日本赤十字看護学会学術集会

会長

小山 眞理子

（日本赤十字広島看護大学 学長）

本学術集会は、人々の命と健康を支えてい
る看護者・教育者等多くの人々が参加し、研
究成果を共有し、教育や実践の場の改善に寄
与することを目的としています。テーマを
「育つ力と育てる力がクロスする共育文化の
醸成」とし、看護教育や臨床現場において相
互に育ち合う文化の醸成を目指します。特別・
教育講演、シンポジウム、研究発表に加えて、
ナーシングサイエンスカフェや市民公開講座
など多様なプログラムを企画しています。

■開催日／平成30（2018）年7月7日（土）・8日（日）
■会 場／日本赤十字広島看護大学
●問い合わせ先
日本赤十字広島看護大学
〒738-0052 広島県廿日市市阿品台東1番2号
運営事務局：株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 広島支店
〒730-0032 広島県広島市中区立町1番24号
TEL 082-502-0909 FAX 082-221-7039
E-mail jrcsn19hiroshima@googlegroups.com
URL http://www.jrcsn19.jp

International Congress on Sound and Vibration -ICSV- 第25回国際音響振動会議

実行委員長

生田 顯

（県立広島大学特任教授）

本会議は、国際音響振動協会（IIAV）の
主催により毎年開催される音響および振動
に関する世界最大規模の国際会議の一つで
す。ICSVとして日本で初めて開催されるも
ので、音響・振動に関する最先端技術の発表・
議論の場を提供することにより、この分野
の基礎および応用技術の発展に資すること
を目的としています。参加者数は約1,000
人（国内120人、海外880人、55カ国）を
予定しています。詳細はウェブサイトをご
覧ください。

■開催日／平成30（2018）年7月8日（日）～

12日（木）
■会 場／グランドプリンスホテル広島
●問い合わせ先
ICSV25 実行委員会：（代表）生田 顯
県立広島大学
〒734-8558 広島市南区宇品東1丁目1-71
E-mail icsv25@pu-hiroshima.ac.jp
URL http://www.icsv25.org

吃音・クラタリング世界合同会議 in Japan 2018

大会長

川合 紀宗

（広島大学学術院教授）

本大会は、『科学と吃音コミュニティ：こ
とばがつなぐ一つの世界』をテーマとした、
学会や当事者団体を含む３つの国際組織と２
つの国内組織による、刺激的で新たな連携に
よる初の世界合同会議です。吃音やクラタリ
ングの当事者、臨床家、研究者など、流暢性
障害に関わるあらゆる立場の人々が参加して
良かったと思える大会を目指しています。基
調講演や研究発表、ソーシャルイベントなど
盛りだくさんですので是非ご参加ください。
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■開催日／平成30（2018）年7月13日（金）～16日（月）
ポストコングレス 17日（火）
■会 場／広島国際会議場（ポストコングレスはサ
テライトキャンパスひろしま等）
●問い合わせ先
金沢大学人間社会研究域学校教育系小林宏明研究室
〒920-1192 石川県金沢市角間町
TEL 076-264-5513 FAX 076-264-5510
E-mail hiroshima2018jointcongress@gmail.com
URL http://jointworldcongress.org/
Twitter #owmv2018
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コンベンションカレンダー［平成30（2018）年 5月～7月］
名

称

会

場

会

期

第34回日本救急医学会中国四国地方会 広島県医師会館
5 月11日・12日
第56回IBMユーザー・シンポジウム 広島 広島国際会議場 リーガロイヤルホ
5 月17日・18日
大会
テル広島
JMSアステールプラザ / 広島大学
5 月19日・20日
日本西洋史学会第68回大会
東千田キャンパス
2018Joint ISAF-FMA-AMF-AMECPFM Conference in HIROSHIMA 広島国際会議場
5 月27日～ 6 月 1 日
（IFAAP2018）
リーガロイヤルホテル広島、広島県立
5 月31日～ 6 月 3 日
第117回日本皮膚科学会総会
総合体育館、
NTTクレドホール
第133回日本薬理学会近畿部会
広島県医師会館
6月1日
平成30年度中国地区スポーツ推進委員研 アステールプラザ、ホテルグランヴィ
6 月16日・17日
修会
ア広島等
第 3 回ゲノム編集学会
広島国際会議場
6 月18日～20日
日本比較教育学会第54回大会
東広島市芸術文化ホールくらら
6 月22日～24日
日本臨床歯周病学会第36回年次大会
広島国際会議場
7 月 7 日・ 8 日
第19回日本赤十字看護学会学術集会
日本赤十字広島看護大学
7 月 7 日・ 8 日
International Congress on Sound
and Vibration -ICSV- 第25回国際音 グランドプリンスホテル広島
7 月 8 日〜12日
響振動会議
吃 音・クラタリング 世 界 合 同 会 議 in
広島国際会議場他
7 月13日〜16日
Japan 2018
第64回中国地区保育研究大会
グランドプリンスホテル広島
7 月26日・27日
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FISE WORLD SERIES Hiroshima 2018
―最高峰の都市型スポーツ世界大会が日本初開催！―
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で新たに正式種目となるスケートボード
や、BMXフリースタイル パーク、ボルダリングなど都市型スポーツの世界大会が広島市で開
催され、3日間で10万人の来場が見込まれています。
当ビューローはFISE Hiroshima 2018推進協議会（会長：広島県知事）に参画しており、大
会の成功に向けた支援に取り組むとともに、世界各国から訪れる参加者・来場者の受け入れ態
勢の整備に努めてまいりました。来広客の皆様に「広島に来てよかった。また広島に来たい。」
と思っていただけるよう、おもてなしの心でお迎えしたいと思います。

FISE WORLD SERIES Hiroshima 2018
会期

2018年4月6日
（金）～ 8日
（日）
（3日間）

会場

旧広島市民球場跡地（広島市中区基町5-25）
BMXフリースタイル パーク（BMX Freestyle-Park)、BMXフリースタイル フラット

開催予定種目

ランド(BMX Freestyle-Flat)、スケートボード(Skateboard)、パルクール（Parkour）、
ボルダリング(Bouldering）
、ブレイクダンス(Breakdance)

※FISE（フィセ）は、
「エクストリーム・スポーツ国際フェスティバル」を意味するフランス語のFestival International
des Extrêmesを略した名称です。BMXフリースタイル、スケートボード、ボルダリング、パルクールなどの都市型スポー
ツの祭典です。
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平成29年度観光・コンベンションセミナー

優良従業員表彰式・賛助会員交流会を開催

平成30（2018）年2月6日（火）於 ホテルグランヴィア広島

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・賛助会員交流会を開催しました。ご参加いただきました皆様にお礼を申し上げます。

観光・コンベンションセミナー
「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～
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が間
近となった今年度は、2人の講師をお迎えし、近年注目さ
れているスポーツツーリズムに関して２つの切り口から
お話しいただきました。講演１として、平井 明成 スポー
ツ庁スポーツ総括官、続いて講演２として原田 宗彦（一
社）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にご講演いただきました。

講演１「スポーツによる地域活性化」
（平井 講師）

講演2「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」
（原田 講師）

優良従業員表彰式
優良従業員表彰は、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方々を表彰するものです。今年度
は、18企業・団体の43人の方々が当ビューロー深山理事
長から表彰を受けられました。

深山理事長（前列中央）と受賞者の皆様

賛助会員交流会
優良従業員表彰式に続いて、深山理
事長の開会の挨拶・松井会長
（広島市長）
の乾杯の発声で、賛助会員交流会が行
われました。交流会には133人の方の
御参加を得ました。セミナーの平井講
師と原田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。

深山理事長は挨拶の中でMICEロゴマークを紹介

賛助会員交流会の様子

2018広島観光親善大使を募集します
2018広島観光親善大使の募集を5月１日
（火）
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
募集期間
応募資格

3人
平成30
（2018）
年5月1日
（火）～ 5月25日
（金）
次のいずれにも該当する人

１ 年 齢18歳（平成30（2018）年7月28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30
（2018）
年7月28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

2017広島観光親善大使

応募用紙は、5月1日
（火）
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
（https://www.hiroshimacvb.jp/）

からダウンロードできるほか、広島市観光案内所、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 082-554-1811 E-mail kankou@hiroshima-navi.or.jp

8

