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「2021 ひろしまフラワーフェスティバル」のポスターが決定
5 月 3 日・4 日・5 日の 3 日間、旧広島市民球場跡地等で開催される「2021 ひろし
まフラワーフェスティバル」のポスターが、3 月 16 日（火）に発表されました。
今年のテーマは「 Power of Flowers ～それでも花は咲く～ 」です。
コロナ禍で自由に外出もできず、大切な人にも会えない日が続く中、開催が決定
された今年のフラワーフェスティバル。
「それでも花は咲く」というコピーに込めら
れた「希望を持ち続けることの大切さ」を、このポスターで伝えていきたいと思い
ます。
リモートをイメージしたレイアウトは、往来・外出自粛期間での一人一人の時間
をイメージし、枠を超えて花を渡しあう姿で、
「離れていても繋がっている」という
あたたかい気持ちを表現しました。中心にフラワーフェスティバルのシンボルであ
る花の塔を大きくレイアウトすることで、２年ぶりの開催への期待感があふれるデ
ザインとなっています。
市内の公共施設や公共交通機関などに掲示されていますので、ぜひご覧ください。
（魅力創造部 にぎわいづくり担当）

コロナ禍における主催者への支援について
当ビューローでは、会議主催者に対するコロナ禍における新たな支援として、タブ

レット型検温装置の貸出（２台）及び MICE ロゴマーク入りの不織布マスクの提供（１万

枚）を開始しています。地元広島で開催される主催者の皆様の安全・安心の一助にな
れば幸いです。

なお、これらの支援については一定の条件がありますので、詳しくはお問合せくだ

さい。
（MICE 推進部）

インセンティブツアーの Web ページを拡充しています
令和２年度、広島市において実施された「海外のインセンティブ旅行誘致
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モデルコース

瀬戸内横断コース

🚅🚅

泊日

オプショナルツアー
①福山観光
福山城
築城年を迎える名城を観覧
鞆の浦
瀬戸内海の風景を楽しみながら、ノスタルジックな港町を散策
②尾道・竹原観光
しまなみサイクリング
世界で最も素晴らしいサイクリングロードの一つを満喫
千光寺
境内から、瀬戸内海を含む尾道の町並みを一望
竹原町並み保存地区
江戸時代にタイムスリップしたような町並みを散策
③福山文化体験
神勝寺 禅と庭のミュージアム
写経や座禅、瞑想などの日本文化体験を満喫
本堂については、会議施設としても活用可能

に関する支援事業」の中で MICE 専門家からの助言を受け、インセンティブ

「モデルコース」に新たに「瀬戸内横断コース」及び「日本食・酒満喫コース」
を加え、合わせて３コースをご紹介しています。

写真提供：広島県

瀬戸内海の多島美 （尾道市）
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開催支援に関するページを掲載しています。この度、インセンティブ旅行の

（大阪）

日本へようこそ！！
関西国際空港に到着⇒大阪のホテルにチェックイン
大阪城
豪華絢爛な天守閣を含む城内を観覧
大阪歴史博物館
復元模型等を通して大阪の歴史を体験し、学ぶ
道頓堀
たこ焼きを始めとする大阪名物を食べ歩き
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淡路島、徳島、香川観光

午前：淡路島 、徳島
複合文化リゾート施設「淡路夢舞台」
日本最大級の温室植物園を含む施設内を散策
うずしおクルーズ
世界最大級の渦潮に接近し、観潮
午後：香川
うどんづくり体験
本場讃岐の手打ちうどんを自分で作って味わう
金刀比羅宮
段の石段を登り、幅広い神徳の神様に祈願

大阪城 （大阪市）
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うずしおクルーズ（徳島県鳴門市）

広島・宮島観光
午前：オプショナルツアー
①観光：原爆ドーム・平和記念公園
被爆当時の姿を留める世界遺産「原爆ドーム」や、
広島平和記念資料館等を含む平和記念公園を訪問
②体験：おりづる再生はがきでの手紙作成、灯ろう流し、
おりづるの作成・奉納、
核兵器の廃絶と世界恒久平和に向けた想いを昇華

写真提供：広島県
しまなみサイクリング （尾道市）

神勝寺 （福山市）

写真提供：広島県
写真提供：
町並み保存地区
広島県（竹原市）

写真提供：広島県
原爆ドームと路面電車 （広島市）

午後：宮島
嚴島神社
海上に大鳥居を有する世界遺産「嚴島神社」を訪問
金刀比羅宮（香川県琴平町）

岡山観光

後楽園
日本３名園の一つ。江戸時代さながらの園内を散策
倉敷美観地区
歴史とアートが薫る美しい白壁の町並みを散策
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今後、英語ページも拡充し、国内外のインセンティブプランナーにとって

より有益な内容を掲載していきます。
（MICE 推進部）

到着

福山・尾道・竹原観光

出発

福岡
午前：福岡
新幹線で福岡に移動
屋台巡りなど、自由行動
午後：福岡空港
空港でチェックイン。 離陸時間まで空港を満喫しましょう。

写真提供：広島県
嚴島神社の大鳥居 （宮島）

さようなら！
倉敷美観地区（岡山県倉敷市）

屋台 （福岡市）

MICE プランナーズガイド第３版を作成しました
当ビューローでは、広島の会議・宿泊施設の情報、観光情報などを掲載した「MICE プランナー
ズガイド」を作成し、MICE 誘致に活用しています。この度、このガイドの改訂を行い、広島の情
報を最新のものに更新しました。MICE 推進部では３月下旬より首都圏での MICE 誘致活動を再開し
ており、最新版のプランナーズガイドを有効に活用し、広島への MICE の誘致に結び付けるよう努
めてまいります。MICE プランナーズガイドは、冊子のほか PDF 版も作成しており、当ビューロー
のホームページからもダウンロードできますので、ぜひご覧ください。（MICE 推進部）
MICE プランナーズガイドダウンロードページ：https://www.hiroshimacvb.jp/download/brochures/MICEPlannersGuide2021.pdf

令和 3 年度事業計画・収支予算が決定しました
3 月 25 日（木）に開催された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と評議員会において、令
和 3 年度事業計画及び収支予算が決議・承認されました。
当ビューローの運営には賛助会員の皆様からの会費収入や広島市からの補助金収入・受託事業収入が大きな柱に
なっています。効果的・効率的な事業実施に努めてまいりますので、引き続き皆様のご支援をよろしくお願いします。
当ビューロー公式サイト（https://www.hiroshimacvb.jp/）に令和 3 年度事業計画書・収支予算書を掲載しており
ます。詳しい内容についてはこちらをご覧ください。また、事業計画につきましては、機関紙「ひろしま観光コンベ
ンション Vol.122」の 2-3 ページに主な事業を掲載していますので、併せてご覧ください。（企画総務部）
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（単位：千円）

転入職員等のご紹介
4 月 1 日付で当ビューローの職員の異動がありましたのでお知らせいたします。
職 名

氏 名 （旧 所 属）

常務理事

荒川

宣昭（魅力創造部長）

魅力創造部長

笹口

良治（
（一財）広島市都市整備公社 常務理事 ( 事）環境事業部長）

企画総務部企画総務担当課長

田島

守（広島市財政局収納対策部特別滞納整理課長）

MICE 推進部 誘致担当部長（事）誘致担当課長

魅力創造部 にぎわいづくり担当部長
魅力創造部 魅力創造担当課長

ーナー

賛助会員 PR コ

武田

望戸
水野

康司
（( 株 ) 近畿日本ツーリスト中国四国 中国四国地域交流センター支店長）

洋（広島市議会事務局秘書広報室長 )

浩志（広島市道路交通局用地部用地補償課長）

おもてなしの心を叶えるご馳走

あじろや厨房オープン
広島駅弁当株式会社

大切な人への気遣いや心配りは、世界に誇れる日本の文化。「おも

てなしの心を食事で伝えたい」そんな願いを叶えるご馳走を用意し
ました。食事をおいしく食べていただくためには安全安心であるこ

とはもちろん、舌で味わう美味しさ、目で味わう楽しさが大切です。
洋食に関しましては天皇皇后陛下をはじめ数多くの国内外 VIP の

晩餐を担当した上柿元

勝氏の監修・指導・共同商品開発を仰ぎ、

ハレの日の場を彩るおもてなしの心を叶えるご馳走をコンセプトに
つくり上げました。

日常の中のちょっとした贅沢を大切な方にお届けしたい。そんな

あなたの気持ちに応えます。 URL: https://www.s-ekibento.jp
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