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入場制限について

広島港１万トンバース
▪中央物揚場では、雑踏事故防止のため、入場を約2,000人
   に制限します。ご理解とご協力をお願いします。
▪なお、1万トンバースの一般観覧者席は今年度からなくなりま
   した。協賛席券のない方は1万トンバースには入場できません。

生  中  継

19：00～

19：55～

場
　所

開催日

打
上
数約1万発

午後8時～午後9時
※雨天決行。台風等により当日開催できない
　場合は、中止または延期。

※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。

豪快な１０号玉の打ち上げ花火や
空中ナイアガラ、広島ならではの
「もみじ」や「しゃもじ」の型物花火など、
１万発の美しい花火が夏の夜空を
彩ります。

7月28日（土）
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2 ― IMEX 2018 に出展しました
2 ― コンベンション誘致助成制度がより利用しやすくなりました
3 ― インバウンド受入ビジネスフェア

3 ――― 2018 広島観光親善大使決定！
4～7 ― コンベンション紹介記事
7 ――― 放射線影響研究所オープンハウスのご案内

8 ― コンベンションカレンダー
8 ― 広島湾ナイトクルージング オープニング記念乗船会のご案内

20182018
花火大会広島みなと夢
～花火ミュージアム～

矢野・熊野・焼山方面行
シャトルバスバス停

中央物揚場
（入場制限）

1万トンバース席

入場口①

入場口②
入場口③

入場口④
広島駅行
シャトルバス
バス停

記念乗船会のご案内
瀬戸内海の夕景とライトアップを
楽しむ「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、
小学生とその保護者を無料でご
招待します。

ア 広島港
（18:00）

三高港
(18:40/18:45) 

広島港
(19:25)

イ　上村汽船 広島港
(18:05)

切串港
(18:35/18:40) 

広島港
(19:10)

ウ　似島汽船 広島港
(18:30)

似島港
(18:50/19:00) 

広島港
(19:20)

募集人数 小学生とその保護者を無料招待　各便共5組計15組

申し込み
方法

住所、お名前（小学生名、保護者名）、年齢、お電話番号、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。（平成30年7月4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
（公財）広島観光コンベンションビューロー内
〒730-0011  広島市中区基町5番44号　商工会議所ビル6階
TEL 082-554-1813（平日9:00~17:45）

広島湾ナイトクルージング　オープニング記念乗船会
期日 平成30年7月14日（土）
コース 〔運航会社・運航時刻等(※広島港以外での乗下船はできません。）〕

瀬戸内
シーライン

コンベンションカレンダー 平成30（2018）年  8月～10月
名　　称 会　　場 会　　期 国内

参加者(人)
海外

参加者(人)
参加
国数

広島国際会議場 8月2日・3日 900 0 1第59回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会

エリザベト音楽大学 8月21日～26日 100 100 826th ASEACCU Conference 2018
東広島芸術文化ホールくらら 8月28日～30日 170 30 5日本動物心理学会 第78回大会
広島国際会議場 8月30日 1,000 0 1中国地区老人福祉施設研修大会
広島県民文化センター
サテライトキャンパスひろしま 9月6日～8日 100 60 7第8回国際フレーベル学会 in 広島

広島国際会議場 9月14日～16日 750 50 10日本植物学会第82回大会
広島大学東広島キャンパス 9月15日 600 0 1平成30年日本水産学会秋季大会

安田女子大学 9月16日・17日 600 0 1日本生薬学会第65回年会

広島国際会議場 10月13日・14日 1,030 20 5第22回日本アクセス研究会学術集会・総会
広島国際会議場 10月18日 1,000 0 1第53回全国木材産業振興大会
広島国際会議場 10月19日 1,000 0 1JAIFA中国ブロック大会
ホテルグランヴィア広島 10月25日～27日 1,500 0 1第59回日本脈管学会総会

広島国際会議場 1,800 0 1第49回日本看護学会－看護教育－学術集会 8月16日・17日

JMSアステールプラザ 9月15日・16日 1,000 0 1第25回日本自閉症協会全国大会・第51回
全国情緒障害教育研究協議会 IN 広島 2018

物質科学における先端分光の動向に関する
国際ワークショップ（TASPEC） 広島大学東広島キャンパス 10月4日～6日 60 60 10

広島コンベンションホール 9月15日 850 0 1日本医師事務作業補助研究会
第8回全国大会

NTTクレドホール 9月16日 600 0 1第19回関節ファシリテーション学会
学術大会 広島大会

お詫びと訂正
2018年4月発行の「ひろしま観光コンベンション」（Vol.110）に掲載されたコンベンションカレンダーの内容に、一部誤りがございました。　
　【訂正内容】 第64回中国地区保育研究大会     【正】 会場　ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
主催者様、関係者様及び「ひろしま観光コンベンション」をお読みいただいている皆様にご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。
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観光・コンベンション TOPICS
IMEX 2018 に出展しました

　広島へのコンベンション誘致促進のため、主催者に対して会議運営費や会場借上費等の一部を助成していますが、
平成３０年度から対象となるコンベンションを拡大し、参加者が１００人以上の国際会議に助成することとしています。
　また、これまでの誘致助成と会場費助成を一本化し、対象経費の２０％以内で３００万円を上限として助成します。
　コンベンション主催者の皆様にとって、より使いやすい制度となりましたので、広島でコンベンションの開催をご検
討中の方はコンベンション振興部（TEL 082-244-4853）までご相談ください。

　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
「ＩＭＥＸ２０１８」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（ＭＩＣＥ
主催者）と商談しました。
　本年度は、広島産学公連携ＭＩＣＥ推進協議会インセンティブ部会から(株)パンドラの栁原取締役が参加し、
インセンティブトラベルの訪問都市としての広島の魅力を「平和都市ならではの魅力」、「２つの世界遺産」、「瀬戸
内海でのアクティビティ」、「上質なホテル群」、「(株)マツダ等の広島の産業視察」を中心に紹介し、バイヤーからも
高評価を得ています。今後も国際会議に加えてインセンティブトラベルに対しても積極的に誘致活動を行い、広
島開催に向けた取り組みを推進していきます。

コンベンション誘致助成制度がより利用しやすくなりました

訪日外国人観光客の受入に取り組まれる皆さまへ  インバウンド受入ビジネスフェア

2018 広島観光親善大使決定！

　当ビューローが主催するこのフェアでは、インバウンドに関する最新の情報が
入手できる講演会（5回）、プロモーションセミナー（8回）を実施し、様々な分野の
専門家が、皆さんの疑問にお答えします。
　34社が出展する展示商談会では、通訳・翻訳サービスや、ホームページの制作・
運営、アプリの提供、体験型メニューといった、インバウンド受入の最先端のサービス
をご覧いただけます。
　すでにインバウンド受入に取り組んでおられる方はもとより、これからお考えの
方にとっても、またとない機会です。興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。
　多くの方のご来場をお待ちしています。

　広島の魅力をＰＲする「2018広島観光親善大使」は、6月12日（火）の最終審査の結果、西﨑 佳子（にしざき かこ）さん、
小島 愛実（こじま あいみ）さん、熊谷 紗季（くまがい さき）さんに決定しました。

　3人は7月28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）の補助や観光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。

日時　平成30年7月4日（水）、５日（木）　10：00～17：00（両日とも）
場所　広島国際会議場（広島市中区中島町１－５）
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開催規模 参加国数 開催期間

限度額

誘致助成
（対象経費の10％以内）

会場費助成
（対象経費の50％以内）

国　際 ５カ国以上 ３日以上 200万円 100万円

国　内

参加者数

300人以上

200万円 100万円

平成29年度まで

1,000人以上又は延べ
2,500人以上

こんな方におすすめです。

・訪日外国人観光客の受入で売上をアップしたい。

・今後、訪日外国人観光客の受入に取り組んでいきたいが、どこに相談したらよいかわからない。

・訪日外国人観光客対応にどれぐらいの費用がかかるか知りたい。

・インターネットやフリーペーパーで自社の紹介をしたい。

・訪日外国人観光客の現状に関心がある。

詳しくは、当フェアの専用ページをご覧ください。　ＵＲＬ http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/inbound/
問合せ先　観光振興部　観光客誘致担当　TEL 082-554-1812　E-mail kankou@hiroshima-navi.or.jp

※ 講演名・時間、商談会出展企業名等については、専用ホームページをご覧ください。

対象拡大対象拡大

開催規模 参加国数 開催期間 限度額
（対象経費の20％以内）

国　内

参加者数

国　際
3カ国以上 2日以上100人以上200人未満
3カ国以上 2日以上

300万円
60万円
30万円

300万円

200人以上
5カ国以上 3日以上300人以上

1,000人以上又は延べ
2,500人以上

平成30年度から

HIROSHIMA KANKOひろしま観光
コンベンション

111
HIROSHIMA KANKOひろしま観光

コンベンション

入場無料

左から西﨑 佳子さん、小島 愛実さん、熊谷 紗季さん

問合せ先
観光振興部　観光交流・フィルムコミッション担当
TEL 082-554-1811   E-mail kankou@hiroshima-navi.or.jp
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日本動物心理学会第78回大会日本動物心理学会第78回大会

第８回国際フレーベル学会 in 広島第８回国際フレーベル学会 in 広島

大会準備委員会代表者
坂田 省吾

（広島大学大学院総合科学研究科教授）

日本植物学会第82回大会日本植物学会第82回大会

実行委員長
嶋村 正樹

（広島大学大学院理学研究科准教授）

実行委員長
渡邉 満

（広島文化学園大学教授）

第59回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会第59回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会

開催日

会　場 広島国際会議場

平成30（2018）年８月２日（木）・３日（金）

第49回日本看護学会－看護教育－学術集会第49回日本看護学会－看護教育－学術集会

　「『栄養教諭を中核とした学校における食育
の推進』～平和あふれるひろしまから 未来へつ
なごう ふるさとの味～」をテーマに、学校にお
ける食育の推進に向けて、食に関する指導の在
り方や学校給食の充実方策について研究協議
し、栄養教諭・学校栄養職員の資質の向上を図
る目的で開催され、全国から約1,000人が参加
します。広島県からは食育推進の取組である
「ひろしま給食100万食プロジェクト」の実践を
発表する予定です。

　本学術集会は、看護職の実践にねざした学術
研究の振興を通して看護の質の向上を図り、
人々の健康と福祉に貢献することを目的に開催
します。「未来をつかむ！Chance Challenge 
Change で自ら成長する看護職」をメインテー
マに、看護基礎教育や継続教育の開発・発展、
次世代への継承をめざしています。研究発表、
基調講演、特別講演、シンポジウム、交流集会、
ランチョンセミナーなど多様な企画でご参加を
お待ちしています。

 　8月28日に動物心理学会主催の公開シンポ
ジウム「補助犬の普及について考える－市民と
共に考える－」を開催いたします。介助犬、盲導
犬等のヒトとイヌの関係について考えます。市
民の方々からの協力も含めて、イヌとの関わり
の中から訓練を通したヒトとイヌの関係を深め
ていきたいと企画しました。29日、30日は学会
員のみの参加で日本の動物心理学の研究者が
集って、国際シンポジウム開催と研究発表、
討論を行います。

　生物学においては細分化された研究分野ご
とにさまざまな学会がありますが、日本植物
学会は分子、細胞、個体、生態系レベルまで、
植物に関わるすべての学問分野を統括する学
会です。口頭発表・ポスター発表の他、シンポ
ジウム、受賞講演、高校生ポスター発表等を予
定しています。研究発表プログラム終了後の
９月１７日（月・祝）には廿日市市宮島町にて公
開シンポジウム「共生を超えて―「神の島」宮
島の自然と歴史―」を企画しています。

　日本ペスタロッチ―・フレーベル学会は、
広 島 文化 学 園 大 学との 共 催 で 第８回
国 際フレー ベル 学 会 in 広 島 (The 8th 
International Froebel Society Conference 
in Hiroshima) を開催します。幼児教育と幼稚
園の創始者である F. W. A. フレーベルの
教育精神と平和教育のこれからを世界の
幼児教育の研究者・実践家が広島市民の
皆さんと共に探ります。

　ASEACCU（東南・東アジアカトリック大
学連盟）は、カトリックの理念に基づく高等
教育の発展と国境を越えた対話を推進する
ことを目的としたネットワークで、現在80の
同地域のカトリック大学が加盟しています。
今年は「カトリック大学と平和教育」という
テーマのもと、広島市長による講演や学生に
よるプレゼンテーションをはじめ、さまざま
なプログラムが行われます。詳細は大会ホー
ムページをご覧ください。

26th ASEACCU Conference 201826th ASEACCU Conference 2018

開催日

会　場 エリザベト音楽大学

平成30（2018）年8月21日（火）～26日（日）

エリザベト音楽大学理事長・学長
川野 祐二

学術集会会長
川本 ひとみ

(( 公社 )広島県看護協会会長）

第 59 回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会実行委員会
（事務局：広島県教育委員会豊かな心育成課）
〒730-8514　広島市中区基町９番 42号
TEL：082-513-5036　E-mail：ikusei@pref.hiroshima.lg.jp
URL：http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/
 59th-hiroshima.html

26th ASEACCU Conference 2018 大会事務局
〒730-0016　広島市中区幟町4-15
エリザベト音楽大学総務部総務内
TEL：082-221-0918（代表）　FAX：082-221-0947
E-mail：aseaccu2018@gmail.com
URL：http://www.aseaccu2018.org/

第 49 回日本看護学会－看護教育－学術集会事務局
〒730-0803　広島市中区広瀬北町 9-2
公益社団法人広島県看護協会内

E-mail：k-hori@nurse-hiroshima.or.jp
TEL：082-293-3362　FAX：082-295-5361

URL：http://www.nurse.or.jp/nursing/education/gakkai/

問合せ先

開催日

会　場 東広島芸術文化ホールくらら小ホール

平成30（2018）年8月28日（火）～30日（木）

開催日

会　場 広島県民文化センター大ホール
サテライトキャンパスひろしま（同5階）

平成30（2018）年9月6日（木）～8日（土）
9/7（金）公開講演とシンポジウム無料（大ホール）

日本動物心理学会第 78 回大会準備委員会
〒739-8521　東広島市鏡山１丁目7番1号
広島大学 大学院総合科学研究科
坂田 省吾（TEL：082-424-6581）
E-mail：jsap2018@hiroshima-u.ac.jp
URL：http://jsap2018.hiroshima-u.ac.jp/

第8回国際フレーベル学会 in 広島　事務局
〒731-4312　広島県安芸郡坂町平成ケ浜 3-3-20
広島文化学園大学　渡邉満研究室
E-mail：watanabe@hbg.ac.jp
URL：http://www.naruto-u.ac.jp/facultystaff/hyuji/ifs/index-j.html

開催日

会　場 広島国際会議場

平成30（2018）年8月16日（木）・17日（金）

開催日 平成30（2018）年9月14日（金）～16日（日）
公開シンポジウム：9月17日（月・祝）

会　場 広島国際会議場・宮島小・中学校体育館

日本植物学会第 82 回大会実行委員会
〒739-8526 東広島市鏡山１丁目３番１号
広島大学大学院理学研究科生物科学専攻
植物分類・生態学研究
E-mail：bsj2018@hiroshima-u.ac.jp
URL：http://bsj82.jp/
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問合せ先

問合せ先
問合せ先

問合せ先

問合せ先

 

八雲名物「すすぎ鍋」

店舗情報 ＜URL＞http://www.hirokoshi.co.jp

広島の味・瀬戸の味は、 ヒロコシにおまかせください

四季折々の多彩な味わいを
着物姿の女性がおもてなし

◆ひろしま八雲
TEL（082）244-1551
中区富士見町 4-9 広越本社ビル1・2F

◆八雲流川店
TEL（082）243-4500
中区流川町 1-24 第 2 味の館ビル1・2・3F

◆日本料理八雲
TEL（082）546-0008
中区中町 9-12 三井ガーデンホテル広島2F

ミツワ広島風
激辛お好みソ－ス

〒734-0013 広島市南区出島1-26-1
TEL（082）250-2511（代）  FAX（082）250-2512
http://www.sunfoods.net

お好み焼体験学習お好み焼体験学習お好み焼体験学習
※詳細は下記までご連絡ください
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NPO法人日本医師事務作業補助研究会　第8回全国大会NPO法人日本医師事務作業補助研究会　第8回全国大会

日本生薬学会第65回 年会日本生薬学会第65回 年会

　広島大学放射光科学研究センターは、紫外線
から軟Ｘ線域の放射光を利用した世界トップレ
ベルの特色ある物質科学研究を国内外の研究
者と推進しています。本国際ワークショップで
は世界各地から著名研究者を招待し、放射光、
高次高調波、自由電子レーザーなどの新しい
光源を用いた先端分光（光電子分光、Ｘ線吸収
分光、オペランド解析・その場解析、時間分解計
測など）による物質科学研究の現状及び今後の
展望について議論します。

物質科学における先端分光の動向に関する国際ワークショップ（TASPEC）物質科学における先端分光の動向に関する国際ワークショップ（TASPEC）

開催日

会　場 広島大学学士会館レセプションホール

平成30（2018）年10月4日（木）～6日（土）

実行委員長
島田 賢也

（広島大学放射光科学研究センター長・教授）

広島大学放射光科学研究センター TASPEC 実行委員会
〒739-0046　広島県東広島市鏡山 2－313
TEL：082-424-6293
E-mail：hisor@hiroshima-u.ac.jp 
URL：http://www.hsrc.hiroshima-u.ac.jp/TASPEC/
 index.htm

第53回全国木材産業振興大会第53回全国木材産業振興大会

第59回日本脈管学会総会第59回日本脈管学会総会

総会会長
吉栖 正生

（広島大学大学院医歯薬保健学研究科教授）

会長
菅野 康則

（（一社）広島県木材組合連合会）

　日本脈管学会総会は、外科、放射線科、内科、
基礎等全国の脈管学の医療分野において研究・
診療・教育に携わる医師および医療従事者が一
堂に会して新しい知識を提供、交流し、この分
野（大動脈疾患、末梢血管疾患、静脈疾患、リン
パ系疾患等）の医療を向上させることを目的
に開催されます。参加者には、広島が日本の脈
管学研究の黎明期に大きな役割を果たした
歴史だけでなく，平和の歴史にも思いを巡ら
す機会を得ていただければと思います。

　本大会は、木材関連事業者およそ千人が全
国から参加し、林業・木材産業の無限の未来と
可能性を認識し、木材産業を通じて地球環境
の保全と循環型社会の構築を目指すウッド
ファースト社会の実現を目指して、衆知を結集
する会議と各種の事業や表彰を行うものです。
記念講演では、古代と木材の繋がりから現代
へ通じる「木の文化」を、出雲大社権宮司の千
家和比古氏にご講演いただきます。記念講演
は無料でどなたでも参加できます。

大会長
増成 倫子

（医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
診療支援部医療秘書課係長）

年会会長
大塚 英昭

（安田女子大学薬学部教授）

　当研究会は医師事務作業補助者の実務能力
の向上、医療の質の向上に寄与することを
目的に活動しており、毎年全国大会を全国各地
で開催しています。本年度は広島県にて開催
させていただくこととなり、大会テーマを「患
者中心の医療を目指して～医師事務作業補助
者の成長と発展～」といたしました。医師の
業務負担軽減をはかりながら「医療の質の向
上」と「患者サービス」へ繋がる職種へ成長
するための有用な機会となれば幸いです。

　日本生薬学会は、国内外の生薬学、天然物
化学、漢方学、薬用植物学の研究者が集う、
わが国で最大の生薬学の研究集会です。薬用
植物などの植物、微生物に含まれる天然物の
成分探索・構造決定、生物活性、生合成、品
質評価・栽培、形態、漢方医学など多岐に亘る
研究領域の成果について報告、議論される
大会で、第65回は安田女子大学と広島大学
で共同開催いたします。詳細はホームページ
をご覧ください。

開催日

会　場 広島コンベンションホール

平成30（2018）年9月15日（土）

開催日 平成30（2018）年9月16日（日）・17日（月・祝）

開催日 平成30（2018）年10月25日（木）～27日（土）

会　場 ホテルグランヴィア広島

第22回日本アクセス研究会学術集会・総会第22回日本アクセス研究会学術集会・総会
　日本アクセス研究会学術集会・総会は、透
析アクセスに関連する医療関係者が集う国内
全国規模の研究集会です。腎不全患者様によ
りよい透析医療を提供できるように、血液透
析アクセスおよび腹膜透析アクセスに関する
作製法、管理法、治療法等に関する知見を共
有、習得する場となっています。詳細はホーム
ページをご覧いただきますようお願い申し上
げます。

開催日

会　場 広島国際会議場

大会長 新宅 究典（特定医療法人あかね会土谷総合病院人工臓器部部長）

平成30（2018）年10月13日（土）・14日（日）

第22回日本アクセス研究会学術集会・総会 運営事務局
株式会社 日本旅行 西日本ＭＩＣＥ営業部
〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第 4ビル 5F
TEL：06-6342-0212　FAX：06- 6342-0214　E-mail：jsda2018@nta.co.jp
URL：http://web.apollon.nta.co.jp/jsda2018/index.html

株式会社メッド
〒701-0114　岡山県倉敷市松島1075-3

TEL：086-463-5344　FAX：086-463-5345
E-mail：jca2018@med-gakkai.org

URL：http://www.med-gakkai.org/jca2018/

開催日

会　場
広島国際会議場
・式典時間／13：00～14：15（予定）
・講演会時間／14：30～16：00（予定）

平成30（2018）年10月18日（木）

〒734-0014　広島市南区宇品西四丁目1-45
一般社団法人　広島県木材組合連合会
TEL：082-253-1433　FAX：082-255-6175
E-mail：kenmoku@minos.ocn.ne.jp
URL：https://www.mokuren.org/
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問合せ先 問合せ先

問合せ先

問合せ先

会　場 安田女子大学9号館・まほろば館

NPO法人 日本医師事務作業補助研究会
〒921-8841　石川県野々市市郷町 262-2
金沢脳神経外科病院　医療秘書課内
TEL：076-246-1805　FAX：076-246-3911
URL：http://ishijimu.umin.jp/zenkokutaikai/dai8kai/

問合せ先

本生薬学会第65回 年会事務局
〒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生薬学教室内
TEL：082-257-5335　FAX：082-257-5335

URL：http://www.convention-w.jp/jsp2018/

問合せ先

E-mail：jsp65th@hiroshima-u.ac.jp

実行委員長
松浪 勝義
（広島大学大学院

医歯薬保健学研究科教授）

公益財団法人 放射線影響研究所 （広島市南区比治山公園5-2） では、8月3日（金） と4日（土） 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紹介するパネル展示や講演会のほか、サイエンスコーナーや健康
測定コーナーなど、ご家族でお楽しみいただけるイベントが盛りだくさん。皆さまのお越しをお待ちしています。
※入場無料

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
－放影研ってどんなとこ？－

日　時

交　通

問い合わせ先

2018年8月3日（金）・8月4日（土）  9：00～16：00 （入場15：30まで）

◆無料シャトル便 （9人乗り）・広島駅南口「21番バス停」発 （9：00から30分毎に出発）
・平和記念公園 タクシープール発 （9：00から40分毎に出発）

◆市内電車「広電宇品線」（5号線）「比治山下」電停で下車。 徒歩10分。
◆駐車場約50台分あり。
放射線影響研究所内 オープンハウス実行委員会 （北村・山中）
Tel:  082-261-3131　Fax:  082-263-7279   

オープンハウスの詳細は、放射線影響研究所ホームページをご覧ください。　http://www.rerf.or.jp/
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入場制限について

広島港１万トンバース
▪中央物揚場では、雑踏事故防止のため、入場を約2,000人
   に制限します。ご理解とご協力をお願いします。
▪なお、1万トンバースの一般観覧者席は今年度からなくなりま
   した。協賛席券のない方は1万トンバースには入場できません。

生  中  継

19：00～

19：55～

場
　所

開催日

打
上
数約1万発

午後8時～午後9時
※雨天決行。台風等により当日開催できない
　場合は、中止または延期。

※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。

豪快な１０号玉の打ち上げ花火や
空中ナイアガラ、広島ならではの
「もみじ」や「しゃもじ」の型物花火など、
１万発の美しい花火が夏の夜空を
彩ります。

7月28日（土）

CONTENTS

HIROSHIMA KANKO ひろしま観光
コンベンション

111

111
HIROSHIMA KANKOひろしま観光

コンベンション

企画総務部、コンベンション振興部　
〒730-0811 広島市中区中島町1-5 広島国際会議場3階
TEL 082-244-6156　FAX 082-244-6138
E-mail hcvb@hiroshima-navi.or.jp

観光振興部
〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6階
TEL 082-554-1811～4　FAX 082-554-1815
E-mail kankou@hiroshima-navi.or.jp

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

広島広域観光情報サイト 「ひろたび」　www.hiroshima-navi.or.jp
公式サイト　www.hiroshimacvb.jp

2 ― IMEX 2018 に出展しました
2 ― コンベンション誘致助成制度がより利用しやすくなりました
3 ― インバウンド受入ビジネスフェア

3 ――― 2018 広島観光親善大使決定！
4～7 ― コンベンション紹介記事
7 ――― 放射線影響研究所オープンハウスのご案内

8 ― コンベンションカレンダー
8 ― 広島湾ナイトクルージング オープニング記念乗船会のご案内

20182018
花火大会広島みなと夢
～花火ミュージアム～

矢野・熊野・焼山方面行
シャトルバスバス停

中央物揚場
（入場制限）

1万トンバース席

入場口①

入場口②
入場口③

入場口④
広島駅行
シャトルバス
バス停

記念乗船会のご案内
瀬戸内海の夕景とライトアップを
楽しむ「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、
小学生とその保護者を無料でご
招待します。

ア 広島港
（18:00）

三高港
(18:40/18:45) 

広島港
(19:25)

イ　上村汽船 広島港
(18:05)

切串港
(18:35/18:40) 

広島港
(19:10)

ウ　似島汽船 広島港
(18:30)

似島港
(18:50/19:00) 

広島港
(19:20)

募集人数 小学生とその保護者を無料招待　各便共5組計15組

申し込み
方法

住所、お名前（小学生名、保護者名）、年齢、お電話番号、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。（平成30年7月4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
（公財）広島観光コンベンションビューロー内
〒730-0011  広島市中区基町5番44号　商工会議所ビル6階
TEL 082-554-1813（平日9:00~17:45）

広島湾ナイトクルージング　オープニング記念乗船会
期日 平成30年7月14日（土）
コース 〔運航会社・運航時刻等(※広島港以外での乗下船はできません。）〕

瀬戸内
シーライン

コンベンションカレンダー 平成30（2018）年  8月～10月
名　　称 会　　場 会　　期 国内

参加者(人)
海外

参加者(人)
参加
国数

広島国際会議場 8月2日・3日 900 0 1第59回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会

エリザベト音楽大学 8月21日～26日 100 100 826th ASEACCU Conference 2018
東広島芸術文化ホールくらら 8月28日～30日 170 30 5日本動物心理学会 第78回大会
広島国際会議場 8月30日 1,000 0 1中国地区老人福祉施設研修大会
広島県民文化センター
サテライトキャンパスひろしま 9月6日～8日 100 60 7第8回国際フレーベル学会 in 広島

広島国際会議場 9月14日～16日 750 50 10日本植物学会第82回大会
広島大学東広島キャンパス 9月15日 600 0 1平成30年日本水産学会秋季大会

安田女子大学 9月16日・17日 600 0 1日本生薬学会第65回年会

広島国際会議場 10月13日・14日 1,030 20 5第22回日本アクセス研究会学術集会・総会
広島国際会議場 10月18日 1,000 0 1第53回全国木材産業振興大会
広島国際会議場 10月19日 1,000 0 1JAIFA中国ブロック大会
ホテルグランヴィア広島 10月25日～27日 1,500 0 1第59回日本脈管学会総会

広島国際会議場 1,800 0 1第49回日本看護学会－看護教育－学術集会 8月16日・17日

JMSアステールプラザ 9月15日・16日 1,000 0 1第25回日本自閉症協会全国大会・第51回
全国情緒障害教育研究協議会 IN 広島 2018

物質科学における先端分光の動向に関する
国際ワークショップ（TASPEC） 広島大学東広島キャンパス 10月4日～6日 60 60 10

広島コンベンションホール 9月15日 850 0 1日本医師事務作業補助研究会
第8回全国大会

NTTクレドホール 9月16日 600 0 1第19回関節ファシリテーション学会
学術大会 広島大会

お詫びと訂正
2018年4月発行の「ひろしま観光コンベンション」（Vol.110）に掲載されたコンベンションカレンダーの内容に、一部誤りがございました。　
　【訂正内容】 第64回中国地区保育研究大会     【正】 会場　ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
主催者様、関係者様及び「ひろしま観光コンベンション」をお読みいただいている皆様にご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。
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