
問合せ先：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

ひろしまドリミネーション 2021
HIROSHIMA DREAMINATION

開催期間：2021．11．17水～2022．１．３月
点灯時間：17：30～ 22：30
開催場所：平和大通り南北緑地帯（平和大橋東詰－田中町交差
点）、元安川左岸、アリスガーデンほか

※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。
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海外のオンライン商談会に出展しています
大規模な展示会や商談会が中止・延期となる中、新型コロナウイルス感染症の感染状況に左右されない、オ
ンライン商談会に積極的に参加しています。

今年度参加したオンライン商談会（予定を含む）
開催期間 商談会名 市場 バイヤー

８月10日（火）～９月10日（金） Asian Workshop 2021 ロシア 旅行会社等　150名

９月21日（火） Japan Online Workshop フランス ツアーオペレーター　10 ～20社

11月10日（水）・17日（水） Japan Virtual Roadshow 
2021 オーストラリア ツアーオペレーター、ホールセラー、

リテーラー　30 ～ 40社

2022年１月 訪日観光オンラインセミナー スペイン 旅行会社　100 ～200名

　当ビューローが昨年度から参加してきたJNTO（日本政府観光局）の各海外事務所との相談会では、ほとん
どの市場で、訪日旅行をする外国人観光客にとって、広島はゴールデンルートに加える目的地として認知度も
人気も高い一方で、世界遺産である原爆ドームや嚴島神社以外はあまり知られていない、と言われてきま
した。
　こうした中、今回のオンライン商談会は、観光客に直接観光商品を売る企業に対し、新しい観光商品やより
深い魅力をお伝えすることができる絶好の機会と捉えており、今後も広島の観光客獲得に向け、こうした商談
会への参加等に積極的に取り組んでいきたいと考えております。

商談会で紹介している観光コンテンツ

観光名所の知られざる魅力紹介

オンラインで事前に平和について学びませんか？ 平安衣裳（壷装束）の着付け体験

新たな観光商品（高速クルーザー「シースピカ」）

ひろしま観光
コンベンション

124

2



ひろしまドリミネーション２０２１

広島国際映画祭２０２１

　今年で20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
を約140万球の光でライトアップします。「アクアマウンテン」エリア
では、ドーム型のオブジェが新登場！神秘的なドームの中から見渡
すドリミネーションの世界を是非お楽しみください。その他にも、

「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、「ゴールドレリック」エリアでは巨大ツリー下へのレーザーラ
イトによる演出など、注目のエリアやオブジェが盛りだくさんです。

　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。
・発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状のある方、過去２週間以内に感染拡大している地域や国への

訪問歴がある方は、来場をご遠慮いただきますようお願いいたします。
・健康や体調に不安のある方は、来場をお控えいただきますようお願いいたします。
・会場内では、マスクの着用をお願いいたします。また、マスクをお持ちでないお客様に関しましては、咳エチ

ケットをお守りください。
・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

※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。

　“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。コロナ禍でもより多くの皆様に楽しんでいただけるよう、オンライン配信など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！

広島国際映画祭2021（HIFF）
開催期間：2021年11月19日（金）～11月21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ほか
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/
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　デザコン（全国高等専門学校デザインコンペ
ティション）は、ロボコン、プロコンなどと並び全
国47校の高専におけるメインイベントのひとつ
です。デザコンは、様々な社会的課題を、専門
的な知識を活用したものづくりやプロジェクト
を通して解決していくもので、空間デザイン、構
造デザイン、創造デザイン、AMデザイン、プレ
デザコンの５部門で行われます。
　詳細はデザコン公式webページをご覧くだ
さい。https://デザコン．com/

第76回日本大腸肛門病学会学術集会

第18回全国高等専門学校デザインコンペティション　デザコン2021 in 呉
開催日 2021年12月4日（土）

会　場 呉工業高等専門学校（ハイブリッド開催）

デザコン 2021 in 呉 実行委員会　
呉工業高等専門学校 学生課学生係
〒737-8506 呉市阿賀南2-2-11
TEL：0823-73-8417　FAX：0823-73-2490
E-mail：dc21-office@kure-nct.ac.jp

問合せ先

※9月15日現在の情報を掲載しています。会議等が急遽延期・中止になる場合もありますので、最新の情報は会議HP等をご確認ください。

　日本大腸肛門病学会は、内科領域、外科領
域、肛門科領域の３領域で形成される診療科横
断的な学会です。外科領域の大段秀樹教授（広
島大学病院 消化器･移植外科）と肛門科領域の
中塚博文院長（呉市医師会病院）のお二人に副
会長をお務め頂きます。広島市では初開催とな
ります。今回のテーマは「大腸肛門病学の新展
開」としました。なお、コロナ禍に鑑み、ハイブ
リッド形式で開催準備を進めています。皆さん
の御参加の程宜しくお願い申し上げます。

　建築士で構成される建築士会は約７万３千人
の会員を擁し、毎年各地で全国大会を開催して
います。広島大会は令和２年度の予定でしたが、
コロナ禍につき今年に延期し、Web同時開催
といたしました。広島での開催は昭和41年以
来の55年ぶりとなります。大会テーマに「元気
じゃけん！ひろしま－新しい時代へ ものがたり
をつなごう－」を掲げ、まさにポストコロナ時代
に建築文化をつないでいきます。広島の風土や
食文化でのおもてなしも準備中です。

会長
田中 信治

（広島大学大学病院
内視鏡診療科　教授）

広島大会主管
井本 健一

（（公社）広島県建築士会会長）

第63回建築士会全国大会「広島大会」

開催日 2021年11月12日(金)・13日(土)

開催日 2021年11月20日（土）・21日（日）

会　場 リーガロイヤルホテル広島、
NTTクレドホール（ハイブリッド開催）

会　場 広島グリーンアリーナ、リーガロイヤルホテ
ル広島（ハイブリッド開催）

第76回日本大腸肛門病学会運営事務局
株式会社コンベンションアカデミア内
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目35番3号 本郷UCビル4・5F
TEL：03-5805-5261　FAX：03-3815-2028
E-mail：jscp76@coac.co.jp

第63回建築士会全国大会「広島大会」大会事務局
公益社団法人 広島県建築士会
〒730-0052 広島市中区千田町３丁目7-47 広島県情報プラザ5F
TEL：082-244-6830　FAX：082-244-3840
E-mail：zenkokutaikai@k-hiroshima.or.jp

問合せ先

問合せ先

URL http://www.hirokoshi.co.jp 
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コンベンション開催を支援します

　蕁麻疹は、ありふれた疾患でありながら未だ
多くが原因不明で治療に難渋することの多い
疾患です。近年、分子標的薬の開発とともに急
速に病態解明が進み、国際的な取り組みも活性
化しています。UCAREは、蕁麻疹の臨床と研究
の拠点として国際的に認定されたセンターで、
2年毎に一堂に会して最新の情報を発表議論し
ます。今回はハイブリッド形式で広島会場と世
界を結び、盛りだくさんのプログラムで蕁麻疹
研究の新しい扉を開きます。

大会長
秀 道広

（広島市民病院病院長・
広島大学病院特別顧問）

第3回GA2LEN UCARE蕁麻疹国際会議（2021 GA2LEN UCARE Urticaria Conference)
開催日 2021年12月9日（木）～11日（土）

会　場 広島県医師会館（ハイブリッド開催）

2021 年度 GA²LEN UCARE 蕁麻疹国際会議 運営準備室
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2
大同生命霞が関ビル14階　日本コンベンションサービス
株式会社内
E-mail：ucare2021@convention.co.jp

問合せ先

コンベンション誘致・開催をご検討の皆さま、まずは当ビューローにお気軽にご相談ください。

当ビューローでは、広島県内で開催される学術会議・大会等の円滑な運営と成功のために、各種支援を無償で提供しています。
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。

◆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
◆コンベンションの誘致助成及びコンベンション開催準備資金の貸し付け
◆キーパーソンの視察受け入れ
◆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

◆関連企業の紹介― ◆行政等関係機関との連絡調整― ◆シャトルバス等の運行助成
◆ユニークべニュー、テクニカルビジット、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）
◆神楽など伝統芸能等の提供
◆おもてなしプログラムの提供
（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）

◆広島市長からの開催歓迎メッセージの提供― ◆デジタルサイネージ掲出（JR―広島駅）
　（コロナ禍での会議開催支援）― ◆検温装置の貸出― ◆不織布マスクの提供

コンベンション誘致助成金は、開催地決定前までに申請が必要です

コンベンション誘致助成金
対　　象：広島市内で開催されるコンベンション
申請期限：開催地決定前まで
　　　　（他都市との競合がある場合に限ります）

（公財）広島観光コンベンションビューロー―MICE推進部
TEL：082-554-1862　E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
URL：https://www.hiroshimacvb.jp/

国際会議
参加者数 300人以上 200人以上 100人～199人
参加国数（日本含む） ５か国以上 ３か国以上 ３か国以上
開催期間 ３日間以上 ２日間以上 ２日間以上
助成金上限額 300万円 60万円 30万円

国内会議（全国規模）
参加者数 1,000人以上または延べ2,500人以上
助成金上限額 300万円

誘致・立候補段階の支援メニュー 開催に関する支援メニュー

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―MICE推進部
TEL：082-554-1862　E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
URL：https://www.hiroshimacvb.jp/

お問い合わせ受付時間
10：00～17：00（土日祝は除く）

WEBページは
こちら⇒

広島テレビホール JR 広島駅
新幹線口より
徒歩 4分！！

会場費20％～40％割引キャンペーン実施中！！
期間：2022年3月31日（木）まで（2階～3階対象外）
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「20th International Symposium on Silicon Chemistry:ISOS-20」広島開催決定！
（第20回国際有機ケイ素化学シンポジウム）

　当ビューローが2019年から誘致支援を行ってきた国際会議
「International Symposium on Silicon Chemistry : ISOS-20」
（第20回国際有機ケイ素化学シンポジウム）が、2024年５月12日
から17日まで、広島で開催されることが決定しました。
　この国際シンポジウムは世界のケイ素化学研究者が一堂に会し
て３年に一度開催されています。日本での開催は３回目となり、日本
を含む約12か国から400人の参加が見込まれています。広島大学
をはじめ日本国内におけるケイ素に関する研究活動が活発であるこ
とや、会場となる広島国際会議場は広島平和記念公園内にあり、参加者が広島の歴史や文化に身近に触れるこ
とのできる、国際会議に相応しい環境であること等が高く評価され、このたびの開催決定につながりました。
　今年開催された第19回シンポジウム（フランス・トゥールーズ）は、新型コロナウイルス感染症の影響により
オンライン開催となりました。3年後の広島開催に向けて、当ビューローとしては新型コロナウイルス感染症
の影響を注視しながら、参加される方々の安全・安心を第一に考え、積極的な支援を行ってまいります。

広島国際会議場

　当ビューローの企画総務部・MICE推進部の事務所を8月1日に広島商工会議所ビルに移転し、魅力創造部と一体になった事務所
で気持ちも新たに業務を開始しました。「広島を訪れる皆様に、期待以上の喜びと満足をお届けします」という運営理念のもと、部門
間の連携を一層強化して業務を遂行してまいりますので、今後ともご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　各担当の業務内容等は以下のとおりです。

統合した事務所で業務を開始しました

区分 連絡先 業務内容

企画総務部 082-554-1861 ビューロー運営の総合的な管理、調整、企画に関することなど

MICE推進部 082-554-1862 海外及び国内の会議等の各種コンベンションやインセンティブ旅行等の誘
致・支援に関することなど

魅力創造部

魅 力 創 造 担 当 082-554-1811 観光交流、広島観光親善大使、広島フィルム・コミッションに関することなど

観 光 客 誘 致 担 当 082-554-1812 観光客誘致プロモーション活動、観光パンフレットの作成、観光案内所の運
営、広島広域観光情報サイト「ひろたび」の運営に関することなど

受入態勢整備担当 082-554-1814 観光プロダクトの開発等観光客の受入態勢に関することなど

にぎわいづくり担当 082-554-1813 「ひろしまフラワーフェスティバル」等イベントの開催に関することなど

「ひろたびプランナー」でまだ知らない
広島の旅を作ってみませんか？

●行きたい観光スポットを選ぶだけで最適なルートでまわる自分だけのプランが作成可能
●オリジナルのモデルコースに、お気に入りスポットを追加して、自分だけのコースにカスタマイズ
することができます。
●行きたいところが決まっていない方には、「AIコンシェルジュ」が最適なコースをご提案

オリジナルのモデルコースを
更に追加！より楽しい旅を
提案します！
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　当ビューローでは、昨年度、オンライン体験を実施・販売したい方を募集し、専門家のアドバイスを得ながら商品
の磨き上げを支援してきました。例えば、「オンラインツアーの強みを生かして、実際には実現できないルートでま
わり、それによってテーマを際立たせるストーリーを紡ぐことができる」という専門家のアドバイスから、企画内容
を大きく変更することもありました。
　今年度は、実際に販売できるようビューロー職員が、オンライン会議システムの使用やOTA（Online Travel 
Agent：インターネットで旅行商品を企画・販売する旅行会社）の登録についてなどの技術的なものや、モニター
に対しての試験的な実施についてお手伝いさせていただき、昨年度応募いただいたうちの３件が、実際にOTAで
販売を始めることとなりましたのでご紹介します。
　オンライン体験を提供したいという方は、参考にしていただき、ぜひ当ビューローにご相談ください。

Miyuki さん
O T A ：Airbnb

U R L： https://www.airbnb.jp/experiences/2550993?guests=1&adults=1&s=
67&unique_share_id=bed5f42b-ed1f-4e53-8027-542790087332

タイトル：True Stories of Atomic Bomb Survivors
言　語：英語
概　要： アメリカの映画製作者が被爆者を撮影した際に、通訳としてMiyukiさんは同行し

ていました。プログラムは、その時の被爆者へのインタビューを中心に構成され、
被爆者が世界と共有したいメッセージを伝えます。

Yoshimi さん
O T A ：aini（旧TABICA）
U R L：https://helloaini.com/travels/32986
タイトル：ガイド歴20年の通訳ガイドと神の島・宮島を巡る旅
言　語：日英
概　要： マナー講師の肩書も持つガイド歴20年の通訳案内士Yoshimiさんが、宮島をバー

チャルで案内します。様々な疑問を受けてきたからこそ、広島の人にも目からうろ
この情報量を持ち合わせ、次の宮島への旅を楽しみにさせます。

Yoshimiさんからのメッセージ：
オンラインツアーに関して何の知識もなかった私が、現在では沢山の方にオンライン体験を楽しんでいただ
いていることが夢のようです。ビューローの方がデビューするまでしっかり相談に乗って下さり背中を押し
て下さったお陰です。ビューローの方々のお陰で新しい世界が開けました。ありがとうございました。

みる さん
O T A ：aini（旧TABICA）
U R L：https://helloaini.com/travels/34222
タイトル：夏休みの自由研究に！　広島城わくわく探検ツアー
言　語：日本語
概　要： 主に小学校高学年の子どもが楽しめる、広島城探検ツアー

です。広島城の秘密を知ることができるだけではなく、お
城の楽しみ方を知ることもでき、お子さんの好奇心を育て
ます。自由研究を補助する資料付きです。

みるさんからのメッセージ：
企画から資料等の技術面においても、専門家の方たちのアドバイスなど、いろいろサポートしていただけまし
た。また、相談しやすい雰囲気のなか、的確な意見をいただけたこと、事前にモニターツアーもできたことな
どありがたかったです。支援を迷っている方にはぜひおすすめしたいです。

オンライン体験・ツアーを実施・販売したい方に、支援を行っています
　当ビューローでは、昨年度からオンライン体験・ツアーを実施・販売したい方の支援を行っています。
　専門家の指導のもと、応募者の企画を商品化に向けて磨き上げ、オンライン会議システムの使用やOTA

（Online Travel Agent：インターネットで旅行商品を企画・販売する旅行会社）への登録、モニター体験の実施
等の支援を行った結果、応募をいただいたうちの３件が実際にOTAで販売を始めることになりましたので、以下の
とおりご紹介します。
　オンライン体験・ツアーを実施・販売したいと考えておられる方は、是非当ビューローにご相談ください。

Miyuki さん
O T A ：Airbnb
U R L： https://www.airbnb.jp/experiences/2550993?guests=1&adults=1&s=67&uniq

ue_share_id=bed5f42b-ed1f-4e53-8027-542790087332
タイトル：True Stories of Atomic Bomb Survivors
言　語：英語
概　要： アメリカの映画製作者が被爆者を撮影した際に、通訳としてMiyukiさんは同行していまし

た。プログラムは、その時の被爆者へのインタビューを中心に構成されており、被爆者が世
界と共有したいメッセージを伝えます。

Miyukiさんからのメッセージ：
きっかけは2020年9月にビューローさんから提供されたオンラインツアーセミナー。「若い人達が一歩先を進んでい
る」と感心しながらもどこか他人事。翌月プロジェクトの募集があったが「へ～、こんなプロジェクトがあるんだ。」募
集終了間際に「新しい分野だからみんな初心者、やってみよう（サポートいっぱいありそうだし）」とツアーの企画を提出。
複数回のプレゼン（専門家の方々を交えてのプレゼンを含む）やビューローさんとのミーティングを重ねてツアーが完
成！販売を迷っていた私に「今後の為にも登録方法を見たいのでサポートします。」この一言のおかげで現在販売に至っ
ている。ビューローさんの温かいサポートは販売登録完了後も続いている。大感謝！

Yoshimi さん
O T A ：aini（旧TABICA）
U R L：https://helloaini.com/travels/32986
タイトル：ガイド歴20年の通訳ガイドと神の島・宮島を巡る旅
言　語：日英
概　要： マナー講師の肩書も持つガイド歴20年の通訳案内士Yoshimiさんが、宮島をバーチャルで

案内します。これまで様々な質問を受けてきたからこそ、広島の人にも目からうろこの情報
量を持ち合わせており、これまでにない宮島の旅を楽しむことができます。

Yoshimiさんからのメッセージ：
オンラインツアーに関して何の知識もなかった私が、現在では沢山の方にオンライン体験を楽しんでいただいているこ
とが夢のようです。ビューローの方がデビューするまでしっかり相談に乗って下さり、背中を押して下さったお陰で、新
しい世界が開けました。ありがとうございました。

みる さん
O T A ：aini（旧TABICA）
U R L：https://helloaini.com/travels/34222
タイトル：夏休みの自由研究に！　広島城わくわく探検ツアー
言　語：日本語
概　要： 主に小学校高学年の子どもが楽しめる、広島城探検ツアーです。広島城

の秘密を知ることができるだけではなく、お城の楽しみ方を知ることもで
き、子どもの好奇心を育てます。自由研究を補助する資料付きです。

みるさんからのメッセージ：
企画から資料作成等の技術面においても、専門家の方たちのアドバイスなど、いろいろサポートしていただけました。ま
た、相談しやすい雰囲気のなか、的確な意見をいただけたこと、事前にモニターツアーもできたことなどありがたかったで
す。支援を迷っている方には是非おすすめしたいです。
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名　称 会　　場 会　　期 国内参加
者数（人）

海外参加
者数（人）

第32回中国地区学校図書館研究大会 広島市立皆実小学校ほか 11月4日・5日 300 0

★ 第76回日本大腸肛門病学会学術集会 リーガロイヤルホテル広島、
NTTクレドホール 11月12日・13日 2995 5

第27回型技術ワークショップ2021 in ひろしま 広島国際会議場 11月18日・19日 300 0

★ 第63回建築士会全国大会「広島大会」 広島グリーンアリーナ、リーガロイヤ
ルホテル広島 11月20日・21日 2000 0

★ 第18回全国高等専門学校デザインコンペティ
ション　デザコン2021 in 呉 呉工業高等専門学校 12月4日 200 0

★ 第３回 GA2LEN UCARE 蕁麻疹国際会議 広島県医師会館 12月9日～ 11日 100 0

日本乳幼児教育学会第31回大会 福山市立大学 12月18日・19日 400 0
★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。会議が急遽延期・中止になる場合もありますので、最新の情報は会議

HP等をご確認ください。

　秋の風物詩である広島城大菊花展を今秋も開催します。毎年、来場者を楽しませている豪華な特作花壇に今年もご期待ください。
他にも大菊、福助菊、だるま菊、懸崖菊、盆栽菊など約２千鉢を展示します。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。

「広島城大菊花展」
 期　　間  10月23日（土）～11月7日（日）　10：00 ～16：30
 ただし、最終日（11月7日）は16：00まで
 場　　所  広島城二の丸、三の丸
 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）
 Ｔ Ｅ Ｌ  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、「ひろしまドリミネーション2021」（３ページ記事）と同様、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いたします。

広島城大菊花展のご案内

コンベンションカレンダー 2021年11月～2022年１月

※写真は昨年の特作花壇の様子

だるま菊 懸崖菊 盆栽菊大菊
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