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※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。

２０２２年１１月１７日（木）～２０２３年１月３日（火）
１７：３０～２２：３０
平和大通り南北緑地帯（白神社前－田中町交差点）、アリスガーデン、市内中心部商店街ほか
ひろしまライトアップ事業実行委員会事務局事業推進本部
（公益財団法人広島観光コンベンションビューロー内）
TEL：082-554-1813　FAX：082-554-1815　URL： https://www.dreamination.com
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　2023年主要国首脳会議（Ｇ７サミット）は、「 2023年Ｇ７サミット 広島 
誘致推進協議会」を中心とする誘致活動などが実を結び、5月19日(金) ～
21日(日)、広島で開催されます 。
　Ｇ７広島サミットの成功と、広島の更なる発展に向け、広島県全体の総力

を結集し、官民が一体となって
「オール広島」で取り組むため、
幅広い分野の関係団体で構成
する「広島サミット県民会議」

（会長：湯﨑広島県知事、副会
長：松井広島市長、池田広島
県商工会議所連合会会頭）が
設立され、7月21日（木）に開催された第1回総会及び役員会に、当ビュー
ローも県民会議の一員として出席しました。
　今後、同会議では以下の「広島サミット県民会議事業実施基本方針」に基
づいて、広島サミットの成功に向けた取り組みを進めていきます。

G ７ 広 島 サ ミ ット（ 2 0 2 3 年 5 月 1 9 日 ～ 5 月 2 1 日 ）の
広 島 サ ミ ット 県 民 会 議 が 設 立 さ れ ま し た

広島サミット県民会議事業実施基本方針
１　基本的な考え方
　Ｇ７サミットの広島開催は、ウクライナ情勢が緊迫化し、核兵器使用のリスクへの懸念の高まりとともに、人類存続の危機
に陥りかねないという不安が世界中に広がる中、Ｇ７各国が、世界の平和と持続的な発展に向けた対話の場所として広島の地
を選んだことは「国際平和文化都市」としての広島の発信力を重視したことの表れであり、広島から力強い平和のメッセージ
を世界中に発信し、核兵器のない真に平和な世界の実現に向けた機運を高める取組を行う必要があります。
　また、Ｇ７サミットは世界中の多くの人々の注目が集まり、広島の魅力を世界に発信する絶好の機会でもあります。
　このため、２つの世界遺産のみならず、広島の発展を支えた活力溢れる産業、豊かな自然、多彩で美味しい山海の食資産、歴
史が紡いできた文化や暮らしなど、多くの魅力を世界に発信し、広く注目を集め、広島を訪れる、あるいは選んでもらえる契機
としていかなければなりません。
　こうした観点も含めて、参加する各国首脳や代表団、その他の多くの来訪者、さらには参加者等をお迎えする市民、県民に
とっても「広島に来てよかった」「広島で開催されてよかった」と思っていただけるような、広島サミットの成功を目指します。
　この目的を達成するため、以下の５つの柱に基づき、サミット開催に向けた全県的な取組を展開します。
２　基本方針
⑴　安全、安心で円滑なサミットの開催を目指します。(開催支援)
　関係省庁や警察、医療機関など関係機関との調整を進め、コロナウイルス感染症への対応も含め、サミットを安全、安心
かつ円滑に開催できる環境を整えるよう全県を挙げて支援します。
⑵　市民・県民の誇りである広島らしさを感じていただきます。（おもてなし）
　サミットの開催に向けて県内の歓迎機運を高め、サミットに参加する各国首脳とその関係者や国内外の報道関係者、サミッ
トを契機に広島を訪れる方々に対して、県内市町や経済団体、さらにサミットに関わる人々等、幅広い主体が連携したオール広
島で、SDGｓの理念にも対応しながら、特別な広島とありのままの広島のそれぞれを実感できる、広島ならではのおもてなし
でお迎えし、その結果、訪れる方のすべてに広島ファンになっていただきます。
⑶　「ヒロシマの心」を世界に向けて発信します。（平和の発信）
　各国の首脳や報道関係者など、世界中から被爆地広島に訪れる多くの方々に、被爆の実相に直接触れていただく機会を提
供することで、核兵器の恐ろしさに理解を深めていただくとともに、核兵器のない平和な世界を希求する「ヒロシマの心」を世
界中に発信します。
　あわせて、被爆の惨禍から目覚ましい復興を遂げた広島だからこそ感じられる、平和による繁栄のメッセージも届けます。
⑷　県民市民によって磨き上げられた広島の魅力を世界に発信します。（広島の魅力の発信）
　２つの世界遺産と１つの世界無形文化遺産をはじめ、活力あふれる産業やスポーツ・文化、多彩で美味しい山海の食資産、
神楽等の伝統と豊かな自然が融合した文化など、先人たちが築き上げてきた広島の多くの魅力を世界に発信します。
⑸　サミットの成果を未来につなぎます。（ポストサミットを見据えた若者の参画）
　Ｇ７の首脳が直面する国際社会の諸課題について対話を行うサミットに関連する様々な取組に、未来を担う若者が関わる
機会を提供することで、若者の国際感覚やチャレンジ精神を涵養します。また、国際問題に関心を持ち理解を深めた若者た
ちが今後の広島の担い手として自発的な行動を起こすことを後押しすることで、サミットの成果を未来につなぎます。

広島サミット県民会議設立総会

2022年G7エルマウサミット（ドイツ）
出典：首相官邸ホームページ

(https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202206/26summit.html)
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ご来場の際には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下の事項を遵守いただきますようお願いいたし
ます。
・会場内での飲食や大声での会話はご遠慮いただきますようお願いいたします。
・マスクの着用や咳エチケットなどにご協力ください。
・発熱や咳、倦怠感、味覚・嗅覚障害などの症状がある方や、健康や体調に不安のある方は来場をお控えください。
・会場内に広島県の「広島コロナお知らせQR」を設置しますので、ご利用をお願いします。

厚生労働省が開発した新型コロナウイルス接触確認アプリは、陽性者と接触した可能性について通知を受け取ることが
でき、感染の拡大防止につながります。
新型コロナウイルス接触確認アプリ
COVID-19 Contact Confirming Application (COCOA)
のダウンロードはGoogle PlayまたはApp Storeから
※9月13日、本アプリを今後停止する方針であることが政府により発表されました。
　ご来場の際は最新の情報をご確認ください。

開催期間：2022年11月18日（金）～11月20日（日）３日間
会　　場：NTTクレドホール、広島市映像文化ライブラリー

横川シネマ
主　　催：広島国際映画祭実行委員会、広島県、広島市、

広島商工会議所、広島経済同友会、広島県観光連盟、
広島観光コンベンションビューロー、
広島市文化協会、広島市中央部商店街振興組合連合会

共　　催：広島市映像文化ライブラリー
詳細は公式HPで！http://hiff.jp/

ひろしまドリミネーション２０２２
　今年で２１回目を迎える、広島の冬の風物詩であるひろしまドリミネー
ション。「おとぎの国」をテーマに平和大通りなど市内中心部をライトアッ
プします。「グリーンウッドマンフォレスト」エリアでは近年人気を博して
いる喋る木「グリーンウッドマン」に加え、愛らしい「ウッドマンベイビー」
が新登場！それぞれの豊かな表情や愉快なお喋りを是非お楽しみくだ
さい。その他にも、「ビッグウェーブ」エリアでは大きな波をモチーフにし
た大型オブジェ「大波トンネル」が、「ハッピーランド」エリアでは音と光の
変化が楽しめる「光る鍵盤オブジェ」がそれぞれ新登場します。数々の
楽しいエリアやオブジェが皆さんをお待ちしています！

開催期間：２０２２年１１月１７日（木）～２０２３年１月３日（火）
点灯時間：１７：３０～２２：３０
開催場所：平和大通り南北緑地帯（白神社前－田中町交差点）、アリスガーデン、市内中心部商店街ほか

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。

広島国際映画祭2022
　“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、今年も広島国際映画祭が開催されます。
コロナ禍でも多くの皆様に楽しんでいただけるよう、工夫して開催します。広島にゆかりのある映画がたくさん上映され
ます。お楽しみに！

GooglePlay App―Store

「ビッグウェーブ」エリア

（写真は昨年の映画祭から）
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日本放射線腫瘍学会第35回学術大会を広島
で開催します。初の中国地方での開催となり
ますが、感染対策を講じた上での現地開催を予
定しています。「百万一心 -高精度放射線治療の
現状と行方-」をテーマに、国内外の約3000名
の放射線治療関係者（放射線腫瘍医、医学物理
士、診療放射線技師、看護師、企業関係者）が集
い、最新高精度放射線治療やチーム医療につい
て討論する予定です。12日（土）午後には市民
公開講座も開催致しますので、事前登録の上で
奮ってご参加ください。

第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会
※9月14日現在の情報を掲載しています。大会等が急遽延期・中止になる場合もありますので、最新の情報は大会HP等をご確認ください。

本学術大会は、中国四国地方の薬学研究者（大
学教員、学生、企業の研究者）・薬局薬剤師・
病院薬剤師（薬・薬・薬）が一同に会し学術研
究成果を発表し、情報交換する場として重要な
大会です。テーマを「薬・薬・薬 協働で踏み
出す新たな一歩～中国四国から未来の患者の
ために～」とし、今後の創薬・育薬につながる
ことを期待し、特別講演、シンポジウム、一般
演題を通じて薬学基礎 / 臨床研究の最新成果
を提供します。

陸上貨物運送事業に従事する労働者の健康と
安全の確保を推進するため、全国の会員事業
場が一堂に会し、労働災害防止の意識の高揚
を図るとともに、その決意を新たにし、労働災
害防止の取組について学ぶことを目的として、
毎年全国大会を開催しています。36 年ぶりに
広島の地で開催する今年の全国大会は、広島
市の会員事業場による事例発表、厚生労働省
及び喜多流能楽師の大島輝久様にご講演いた
だきます。

第58回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会in広島

開催日 2022年11月5日（土）・6日（日）

開催日 2022年11月10日（木）

開催日 2022年11月10日（木）～ 12日（土）

会　場 広島国際会議場

会　場 広島市文化交流会館
広島文化学園ＨＢＧホール

会　場 リーガロイヤルホテル広島、
NTTクレドホール、広島グリーンアリーナ

第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国
四国支部学術大会　事務局
〒734-8551 広島市南区霞一丁目2番3号
広島大学病院 薬剤部内
E-mail：chushi61@kwcs.jp
URL：https://www.kwcs.jp/chushi61/

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
(厚生労働省所管特別民間法人)
〒108-0014東京都港区芝5-35-2
安全衛生総合会館10階
TEL：03-3455-3857
URL：http://rikusai.or.jp

運営事務局 日本コンベンションサービス株式会社 神戸支社
〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1
神戸国際交流会館6階
TEL：078-303-1101　FAX：078-303-3760
E-mail：jastro2022@convention.co.jp
URL：https://site2.convention.co.jp/jastro2022/

問合せ先

問合せ先

問合せ先

URL http://www.hirokoshi.co.jp 

 

  

大会長
永田　靖

（広島大学大学院医系科学研究科
放射線腫瘍学 教授

広島がん高精度放射線治療センター
センター長）

実行委員長
松尾　裕彰

（広島県病院薬剤師会 会長/
広島大学病院薬剤部 教授・薬剤部長）

会長
渡邉　健二

（陸上貨物運送事業
労働災害防止協会 会長）

日本放射線腫瘍学会第35回学術大会
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日本糖尿病学会中国四国地方会第60回総会

第42回日本看護科学学会学術集会

この度、日本糖尿病学会中国四国地方会第60
回総会を広島市にて開催させていただくこと
になりました。インスリンの発見から100年が
経過し、糖尿病の病態の解明や治療薬の開発
は確実に進歩を遂げてきました。しかし、日本
を含め世界中で糖尿病の患者は今もなお増え
続けています。これまでの糖尿病医療を深く
知り、これからの糖尿病医療を一緒に考える機
会となりますよう、皆様のご参加を心よりお待
ちしております。

本学術集会のテーマは、現在、日本学術会議看護
分科会で進める「ケアサイエンスの構築：看護科
学の深化と発展」です。これまで日本の看護界が
築き上げてきたhands-onケアの重要性を踏まえ
ながら、人工知能やデジタル技術など新たな分野
を取り入れ、どのように看護科学を、看護教育を発
展させていけるか、新たな看護サービス提供体制
を構築できるのかを、若手、ベテランを交えてディ
スカッションできる場としたいと考えています。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

会長
米田　真康

（広島大学大学院医系科学研究科
　糖尿病・生活習慣病予防医学　

寄附講座教授）

開催日 2022年11月11日（金）・12日（土）

開催日 2022年12月3日（土）・4日（日）

会　場 広島国際会議場

会　場 広島国際会議場、広島市文化交流会館
（ハイブリッド開催）

運営事務局　株式会社キョードープラス
〒701-0205　岡山市南区妹尾2346-1　
TEL：086-250-7681　FAX：086-250-7682
E-mail：jdscs60@kwcs.jp

運営事務局（株式会社インターグループ）
TEL：03-5549-6909
E-mail：jans42@intergroup.co.jp

問合せ先

問合せ先

会長
森山　美知子

（広島大学大学院医系科学研究科
成人看護開発学 教授）

日本臨床歯科学会 第８回 合同例会 in 広島
日本の歯科臨床の先端を担うべく、Academic 
Freedomの概念の基に臨床上の基本原則や
最先端技術を学び、臨床に導入して研鑽を重る
本学会の合同例会は、全国12支部の代表によ
るコンペティション形式での症例発表の場で、
中国地方では初開催です。Cutting edgeな臨
床に触れることで参加者の新たな刺激の場とな
ると自負しています。これまでは本学会会員の
み参加可能な会でしたが、今年は日本補綴歯科
学会会員の方もWebでの参加が可能です。詳
細は『広島 合同例会』と検索してご確認くださ
い。皆様のご参加をお待ちしています。

大会長
川本　亨

（広島市・かわもと歯科・
こども歯科クリニック 院長）

開催日 2022年11月26日(土)・27日(日)

会　場 広島国際会議場（ハイブリッド開催）

URL:https://sjcd-hiroshima2022.com/
運営事務局　株式会社インターベント
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-21-10　
セブンビル7F
TEL：03-3527-3888 FAX：03-3527-3889
チーフディレクター樋口　武司　
E-mail：higuchi@intervent.co.jp

問合せ先
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　24th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of 
Solar Energy：IPS24（第24回太陽エネルギーの光化学的変換・貯蔵に関する国際会議）が
2024年7月28日から8月2日までの6日間、広島で開催されることが決定しました。この国際
会議は、光エネルギーの化学変換と太陽光エネルギーの有効利用をテーマに1974年以来隔
年で開催されており、日本での開催は22年ぶり3回目で、世界25か国から世界をリードする光
エネルギー変換の研究者約500人の参加が見込まれています。
　広島が選定された理由としては、高い研究力を誇る広島大学の協力が得られることから安

心して学会運営を任せられること、知
名度の高い観光資源に恵まれているので国内外の研究者にとっ
て魅力的であること、また海外からのアクセスが比較的良いため
参加者にとって便利であることが大きく評価されました。
　当ビューローとしては、引き続き、新型コロナウイルス感染症の
影響を注視しながら、参加者の皆様の健康や安全を第一に考え、
支援を行ってまいります。
※当ビューローでは、コンベンション誘致・開催をご検討の主催
者の皆様に各種支援を無償で提供しています。お気軽にMICE
推進部にご相談ください。

第31回全国救急隊員シンポジウム

メインテーマ
Link（リンク）

救命への思いをつなぐ
～平和を願う街ヒロシマから～

開催日 2023年1月26日（木）・27日（金）

会　場 広島市文化交流会館
ＪＭＳアステールプラザ

広島市消防局警防部救急課
E-mail：fs-kyukyu@city.hiroshima.lg.jp
URL：https://31hiroshima99sympo.com/

問合せ先

全国救急隊員シンポジウムは、我が国における救
急体制の一層の振興を図る一助として、全国の救
急隊員等を対象とした実務的観点からの研究発
表や最新の医学知識等を学ぶ場を提供すること
で、消防機関が実施する救急業務の充実と発展
に資することを目的としています。
本シンポジウムは、平成5年から毎年開催されて
おり、今回で31回目となり、広島市での開催は、平
成11年の第7回以来24年ぶり2回目です。

IPS24の会場となる広島国際会議場

「24th International Conference on Photochemical 
Conversion and Storage of Solar Energy :IPS24」

（第24回太陽エネルギーの光化学的変換・貯蔵に関する国際会議）
2024年広島開催決定！

ひろしま神楽定期公演のご案内ひろしま神楽定期公演のご案内
― 街と週のど真ん中、神楽を楽しむ水曜の夜 ―

　広島県民文化センターでは、12月21日（水）までの毎週水曜日の夜に広島の伝統芸
能「神楽」の定期公演を開催しています。神楽ファンはもちろん、日頃神楽になじみのな
い方にも楽しめる演目です。お誘いあわせの上、ぜひお出かけください。
▶入場料：1,000円（チケットぴあで公演当日17時まで。当日券は会場で18時から販売）

※3歳未満のお子様は膝上での鑑賞が可能です。
▶開演：19:00（開場は18:00）上演時間は約45分
問い合わせ先：広島県民文化センター

広島市中区大手町1丁目５－３
TEL 082-245-2311

詳しくはHPをご覧ください。https://www.rccbc.co.jp/event/kagura/ 広島県民文化センター 検索
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　7月10日（日）から15日（金）までの6日間にわたって広島市文化交流会館で開催され、海外24カ
国から来られた約50人の参加者を含む約300人の方々が参加されました。ICPOCは物理有機
化学分野の研究において国際的に指導的な役割を果たす重要な会議です。今回の実行委員長
は広島大学大学院理学研究科所属で学術・社会連携室理事である安倍  学教授が務められ、今
回は40年ぶりの日本での開催となり、活発な意見交換が行われました。

　8月20日（土）から24日（水）まで、プレイベントを含む５日間、広島国際会議場で開催されました。
この会議は、1970年にオランダ、アムステルダムでの初回以来、ほぼ 4年毎に世界各都市で開催さ
れており、今回の広島での開催で12回目、アジアでは初めての開催となりました。「児童及び生徒が
広島で学ぶことにプライドを持つ」という教育理念のもと、デジタル化により学びを推進している広
島で、コンピュータと教育に関する交流の場を設けることができました。
　実行委員長である星槎大学教育学研究科 斎藤 俊則准教授をはじめ、広島大学情報メディア教育

研究センター稲垣 知宏教授など多くの方のご尽力により、当初予定の2021年から1年延期され開催することができました。

　どちらの会議も、コロナ禍において、久しぶりに対面での会議に参加することができ、互いに喜びあう研究者の皆様の姿
が見られました。
　会議開催中は、体調管理のための検温器や、消毒用アルコールの設置、また参加者へのマスク着用が徹底されており、
COVID-19への対策が十分取られた中、成功裏に終了しました。当ビューローとしても、今後も参加者の皆様の健康と安全
を考慮しながら、主催者へのサポートを継続して参ります。

当ビューローの事業活動は、広島のコンベンションや観光の振興に深い関心を持ち、当ビューローの事業活動を積極的に
支援していただける賛助会員の皆様に支えられています。この度新たにご入会いただいた賛助会員企業をご紹介します。

（入会順）
業種 企業・団体名 住所 TEL 業務内容

各種企業 株式会社
地域ブランディング研究所

〒730-0017　
広島市中区鉄砲町1-20　
第3ウエノヤビル2F A号室

03-5246-4248
『まちの誇りの架け橋』を創業理念に「地域の魅力を
発掘・独自化」「体験コンテンツ造成・磨き上げ」「持
続的な組織づくり」を軸にアプローチを行い、”らし
さ”が際立ち自走するまちづくりを伴走サポート。

各種企業 オフィス大義
〒739-0303
広島市安芸区
上瀬野南1-319-22

050-3635-4211
時代劇ショーや観光客への殺陣体験、演技・殺陣指
導、演出、監督、映像制作、ドローン空撮、アイドルプロ
デュース,ライバーマネジメントまで、エンターテイン
メントのことならお任せください。

ホテル・
旅館

ホテルマイステイズ広島
平和公園前

〒730-0051　
広島市中区大手町3-3-1 082-536-2031 ビジネスから観光まで。平和公園を眺める寛ぎの

ロケーションで皆様をお待ちしております。

新規賛助会員のご紹介

ICPOC25（25th IUPAC International Conference on Physical Organic Chemistry）
IUPAC物理有機化学国際会議（ICPOC25）

WCCE2022（World Conference on Computers in Education）
「教育におけるコンピュータ」をテーマとする国際会議

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な流行が始まった2019年末以降、
2年半ぶりに、広島で国際会議が開催されました。

国際会議が広島で開催されました
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コンベンションカレンダー 2022年1１月～ 2023年1月
名　　称―　 会　　場 会　　期 国内参加者数（人） 海外参加者数（人）

第48回日本臓器保存生物医学会学術集会 広島県医師会館 11月4日・5日 250 0 
第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会 広島国際会議場 11月5日・6日 1,500 0 

第58回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会
in 広島

広島市文化交流会館
広島文化学園HBGホール 11月10日 1,000 0 

★ 第60回全日本ﾎﾞｲﾗｰ大会 ホテルグランヴィア広島 11月10日・11日 200 0 

日本放射線腫瘍学会第35回学術大会
リーガロイヤルホテル広島
NTTクレドホール
広島グリーンアリーナ

11月10日～ 12日 2,950 50 

日本糖尿病学会 中国四国地方会 第60回総会 広島国際会議場 11月11日・12日 1,000 0 
第60回日本小腸学会学術集会 ANAクラウンプラザホテル広島 11月12日 300 0 
日本環境変異原学会第51回大会 JMSアステールプラザ 11月15日・16日 300 0 

★ 日本臨床歯科学会 第8回合同例会 in 広島 広島国際会議場 11月26日・27日 600 0 

★ 第42回日本看護科学学会学術集会 広島国際会議場
広島市文化交流会館 12月3日・4日 4,000 0 

第27回日本生殖内分泌学会学術集会 広島コンベンションホール 12月17日・18日 200 0 

第31回全国救急隊員シンポジウム 広島市文化交流会館
JMSアステールプラザ 1月26日・27日 4,000 0 

9月14日現在の情報を掲載しています。★の会議はハイブリッド形式で開催されます。参加者数はオンライン参加者を含まない現地参加者のみを記載しています。
※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。大会が急遽延期・中止になる場合もありますので、最新の情報は大会
HP等をご確認ください。

今年も秋の風物詩である広島城大菊花展を開催します。
「広島秋景色」と題して華やかに飾られる特作花壇をはじめ、
大菊、福助菊、だるま菊、懸崖菊、盆栽菊など約1,500鉢の
多彩な菊花が二の丸で皆様をお迎えします。広島市菊友会の
皆さんが丹精込めて育てた作品の数々を是非ご堪能ください。

期　　間：10月29日（土）～ 11月13日（日）
　　　　　10:00 ～ 16:30
　　　　　ただし、開会式（10月29日）は10:30から
　　　　　最終日（11月13日）は16:00まで
場　　所：広島城二の丸
問合せ先：広島祭委員会事務局事業推進本部
　　　　　（当ビューロー魅力創造部内）
　　　　　TEL　082-554-1813（平日9:00 ～ 17:45）
　　　　　E-Mail―kankou-2@hiroshima-navi.or.jp

※ご来場いただく皆様の安全・安心のため、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止にご協力をお願いします。

大菊

「広島城大菊花展」のご案内

※写真は昨年の特作花壇の様子
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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

広島から旅を作ろう！「ひろたびプランナー」https://planner.hiroshima-navi.or.jp
公式サイト　https://www.hiroshimacvb.jp

〒730-0011 広島市中区基町5番44号
 広島商工会議所ビル６階
TEL 企画総務部 082-554-1861 
 MICE推進部 082-554-1862
 魅力創造部 082-554-1811～4
 FAX 各部共通 082-554-1815


