
年頭のご挨拶
公益財団法人 広島観光コンベンションビューロー

理事長　池田　晃治
　謹んで新年のお喜びを申し上げます。
　一昨年から引き続いて世界を席巻している新型コロナウイルス感染症の流行により、観光・MICE業界にとっては大き
な試練が続いていますが、ワクチンの普及等により観光地では徐々に賑わいを取り戻しつつあり、また、コロナ禍におい
ても誘致活動を継続した結果、国際会議の広島開催が新たに決まるなど、観光・MICEの両面で明るい兆しが見え始め
ています。
　コロナ禍によりオンラインによる体験や会議が急速に普及しましたが、メリットとともにその限界も明らかになってきま
した。コロナ禍が続いた中で「現地を訪れる」、「実際に体験する」、「面と向かって話す」ことの大切さを多くの方が再認
識しておられるのではないでしょうか。実際に現地を訪れてその場所で味わう喜びは、オンラインでは決して得られない
ものです。また、実際に会って交流してこそ緊密な人間関係が構築でき、その対話の中で素晴らしいアイディアが生まれ
る可能性もあります。コロナ収束後、多くの方々に広島を訪問していただき、広島を訪ねたからこそ得られる「何か」を体
験していただきたいと願っています。
　世界では新型コロナウイルス感染症が感染拡大している地域もあり、今後も予断を許さない状況が続くものと思われ
ます。こうした中、当ビューローでは、引き続き、「新しい生活様式」に対応した事業展開を行う必要があると考えており、
「安全・安心」を念頭に、危機管理を怠ることなく、観光客誘致、MICEの誘致・開催支援等の事業活動に取り組んでま
いります。
　結びに、本年の皆様のご多幸をお祈りするとともに、当ビューローへのより一層のご支援・ご協力をお願い申し上げ、
新年のご挨拶といたします。
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国際会議の広島開催が決定しました

日本LD学会第32回大会　（2023年10月８日・９日）

　「日本LD学会第32回大会」が2023年10月、広島で開催されることが決定しました。この大会は、2021年
４月に広島大学大学院人間社会科学研究科 川合 紀宗教授から相談を受け、協力して誘致活動を行ってきま
した。毎回、国内からおよそ4,000人以上の参加があり、海外から５か国・10人の研究者を招聘しています。
今回は10月８日から２日間、広島国際会議場と広島市文化交流会館において、LD（学習障害）・ADHD（注
意欠如多動性障害）等の発達障害に関する研究・臨床・教育の進歩向上を図るとともに、LD等を有する児（者）
に対する教育の質的向上と福祉の増進を図ることを目的とし、開催される予定です。

第13回アジア比較教育学会　（2023年11月24日～26日）

　「第13回アジア比較教育学会」（The 13th Biennial Conference of 
Comparative Education Society of Asia：CESA2023）が2023年
11月24日から26日まで、広島で開催されることが決定しました。
　この国際会議は２年に一度開催されており、日本での開催は27年ぶり
２回目となり、日本を含む約25か国から約300人の参加が見込まれます。
2018年から当ビューローが誘致活動を行ってきましたが、広島の歴史的
背景や自然災害からの教育復興という観点が高く評価され、昨年9月に
開催された同学会のオンライン理事会で広島開催が正式に決定されまし
た。この理事会では当ビューローの山本専務理事とMICE推進部の職員が開催都市・広島としてのプレゼン
テーションを行い、理事の方々から「広島に行くのを楽しみにしています。」などの温かい声を頂きました。

第12回JFPS国際シンポジウム　JFPS2024　（2024年10月23日～25日）

　「第12回JFPS国際シンポジウム JFPS2024」（The 12th JFPS 
International Symposium on Fluid Power）が2024年10月
に広島で開催されることが決定しました。このシンポジウムは、
2019年12月に開催した中国・四国地区コンベンション誘致懇談
会に、主催団体の関係者の方々にご来場いただいたことを契機
に、当ビューローが誘致活動を行ってきたものです。
　1989年からおおむね３年毎に開催されており、油圧、空気圧、
水圧、機能性流体などのフルードパワー（流体動力）技術に関す
る海外及び国内の研究者・技術者が交流することにより、技術の
更なる発展を目指しています。広島市では初開催となり、日本を含む７か国から300人の参加を予定しており、
そのうちおよそ100人が海外からの参加となります。

　当ビューローは、参加者のみなさまの健康や安全を第一に考え、開催に向けてきめ細かな支援を提供す
るとともに、今後も国際会議等の誘致に積極的に取り組んでまいります。

オンライン理事会に参加する
ビューロー役職員
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2021広島観光親善大使が就任しました
　毎年、平和大通り南北緑地帯等で開催され、多くの市民や観光
客が訪れる「ひろしまドリミネーション」。
　昨年の11月17日、このオープニングセレモニーにおいて、広島観
光親善大使の交代式を行い、東
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さんが「2021広島観光親善大使」に就任しました。
　観光キャンペーン、観光に関連した行事への参加や、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
組んでいきますので、皆様の温かいご支援をお願いいたします。
　各種行事などへの派遣を希望される場合には、魅力創造部までお問い合わせください。

東 桃花（ひがし―もも）―さん
１．自己PRをお願いします。

常に率先して行動を起こせるチャレンジ精神が魅力のひとつだと考えています。
２．広島観光親善大使に就任したときのお気持ちを教えてください。

驚きと嬉しさ、そして決意が混ざりあった初めての感情でした。
３．東さんイチ押しの広島名物は何ですか？

様々なトッピングが楽しめるお好み焼きは広島トップレベルの魅力です。

下林 里沙（したばやし―りさ）―さん
１．自己PRをお願いします。

広島の美味しい食べ物、豊かな自然、歴史や文化を私らしく明るく笑顔でお伝えして
いきたいです。

２．広島観光親善大使に就任したときのお気持ちを教えてください。
嬉しいと思うと同時に感謝の気持ちでいっぱいでした。そして、広島の魅力を多く
の方にお届けしたいという想いが強くなりました。

３．下林さんはどんな観光親善大使になりたいですか？
幼少の頃から憧れていた凛とした笑顔溢れる観光親善大使になりたいです。「大きく
なったら大使になりたい」という夢を与えられる大使になる事が目標です。

古川 薫奈（ふるかわ―ゆきな）―さん
１．自己PRをお願いします。

チャレンジ精神、相手の気持ちや状況に配慮した言動や行動ができることです。
２．広島観光親善大使に就任したときのお気持ちを教えてください。

驚きと共にこれからの新たな出会いや挑戦への楽しみと嬉しさを感じました。
３．古川さんが「広島に住んでいてよかった」と思うのはどんな時ですか？

川や緑に囲まれ、街を歩くだけでゆったりとした幸せな気持ちになれるところです。

2021広島観光親善大使に聞きました。

写真左から東さん、下林さん、古川さん
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URL http://www.hirokoshi.co.jp 

 

  

新年会は、広島の味　ヒロコシにおまかせください

Hiroshima International Conference on Peace and Sustainability 2022
　この国際学会は、環境、社会政治、経済、テクノ
ロジーにおける変革が進む中で、世界の研究者、学
生、市民とともに、平和と持続可能性に関する現在
の知見を発展させ、今後の活動について検討する
とともに、関係者間の交流を深めるきっかけを提
供することを目指しています。タイム誌の「世界で
最も影響力のある100人」に２回選出されたコロ
ンビア大学のジェフリー・サックス教授が基調講
演を行い、提出された優れた論文は、国際学術誌
の特集号に掲載される予定です。詳細はウェブサ
イトをご覧ください。

　日本災害医学会は、1995年の阪神淡路大
震災を契機に設立され、現在、会員数約5000
人規模の学会として成長してまいりました。災
害時の医療支援活動はもとより、多くの会員が
この度の新型コロナウィルス対応にも従事して
います。今回の大会は「災害医療のパラダイム
シフトー何を攻め・守り・育てるのかー」をテー
マに、感染症も見据えた新しい視点での災害医
療のあり方を考えてまいります。多くの皆様の
ご参加、お待ち申し上げています。

広島大学FE・SDGs
ネットワーク拠点（NERPS）拠点長

金子 慎治
（広島大学理事・副学長 （グローバル化
担当）大学院人間社会科学研究科 教授）

大会長・日本災害医学会 理事
中田 敬司

（神戸学院大学現代社会学部 
社会防災学科 教授・医学博士）

第27回日本災害医学会総会・学術集会

開催日 2022年3月1日（火）～ 3日（木）

開催日 2022年３月３日（木）～５日（土）

会　場
東広島芸術文化ホールくらら（3月1日（火）午前
基調講演：ジェフリー・サックス・コロンビア大学教授）
広島大学東広島キャンパス東図書館（ハイブリッド開催）

会　場 広島国際会議場ほか周辺施設

広島大学FE・SDGsネットワーク拠点／ NERPS 
〒739-8511 東広島市鏡山一丁目3番1号 先端物質科学研究科 A601
TEL：082-424-7640　E-mail：nerps@hiroshima-u.ac.jp
学会専用ウェブサイト（英語のみ）：
https://www.ierek.com/events/HICPS2022

第27回日本災害医学会総会・学術集会　運営準備室
〒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　日本コンベンションサービス株式会社　神戸支社
TEL：078-303-1101　FAX：078-303-3760
URL：https://site2.convention.co.jp/27jadm/

問合せ先

問合せ先

コンベンション開催を支援します
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）

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/

※12月14日現在の情報を掲載しています。会議等が急遽延期・中止になる場合がありますので、最新の情報は大会HP等をご確認ください。
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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）

名　称 会　　場 会　　期 国内参加
者数（人）

海外参加
者数（人）

Hiroshima International Conference on
Peace and Sustainability 2022

東広島芸術文化ホールくらら
広島大学東広島キャンパス東図書館 3月1日～ 3日 150 0

日本天文学会2022春季年会 オンライン開催に変更となりました。 3月2日～ 5日 1,000 0

第27回日本災害医学会総会・学術集会 広島国際会議場ほか周辺施設 3月3日～ 5日 2,500 5

The 26th International Conference on
Engineering of Complex Computer
Systems (ICECCS 2022) 

オンライン開催に変更となりました。 3月26日～ 30日 20 25

国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン
第36回リジョン大会 広島国際会議場 4月21日 500 0

※ 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。

　日本政府観光局（JNTO）では、今年度、コロナ禍で訪日して開催候補地の視察をすることが難しい国際会議の海外キー
パーソン向けに、国内都市の国際会議開催地としてのポテンシャルを紹介するための動画制作を行うこととしており、その
撮影対象都市として広島が選定されました。
　制作に当たっては「国際会議の海外キーパーソンが視察にやって来た」というコンセプトで、海外のキーパーソン視点の
移動映像をメインに進行します。地元のナビゲーターが同伴して会話をしながら進行する設定で、広島の会議施設、ホテル、
ユニークベニュー、文化体験、地元企業等について紹介していきます。映像をご覧になる方が、まるで広島を訪問しているか
のようなバーチャル体験ムービーを作成します。下の写真は、１１月25日・26日にロケを行った現場での撮影風景です。
　完成した動画は、３月末には当ビューローの公式サイトでご紹介いたします。

2021年度国際会議主催者向けバーチャル視察動画制作事業が始まりました

コンベンションカレンダー 2022年２月～４月

撮影風景
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　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。令和 3 年度に新たにご入会いただいた会員様をご紹介します。

（入会順）
業種 企業・団体名 住所 TEL 業務内容

ホテル・
旅館

ホテルスイート広島横川
（㈱クラフトコーポレーション）

〒733-0003
広島市西区三篠町2-11-4-1 082-836-3451

ホテルスイート広島横川は2020年7月にオープ
ン。ビジネスや観光にも最適な地で、お客様のお
越しをお待ちしています。

ホテル・
旅館

ホテルスイート広島白島
（㈱クラフトコーポレーション）

〒730-0004
広島市中区東白島町8-17 082-836-5545

ホテルスイート広島白島は2020年8月にオープ
ン。広い客室と利便性の高い土地でございますの
で、ご家族様での旅行・観光に最適です。

各種
企業 株式会社フォーデック

〒733-0833
広島市西区商工センター
6-9-39

082-277-8111
オフィス家具（企画、設計、施工）、造作、木製家具、
内装工事全般、ICT関連機器、文具、事務用品、ギ
フト商品等の販売を行っています。

ホテル・
旅館

グランドベース広島平和公
園前（株式会社 光花）

〒730-0853
広島市中区堺町1-7-9 092-292-2431

平和公園から徒歩5分。セルフチェックイン・ア
ウトが可能。全室キッチン・バスタブ・洗濯機・
Wi-Fi完備。全12室で最大8人まで同室可能です。

各種
企業

ＣＯ－ＮＥＣＴ株式会社
広島営業所

〒730-0016
広島市中区幟町13-15
新広島ビルディング１F

03-6300-4299
スマホやPCでいつでもどこでも簡単発注、らくら
く受注、ミスなし手間なしの受発注業務で社会を
アップデートします。

料飲業 株式会社ノバレーゼ
（三瀧荘）

〒733-0005
広島市西区三滝町1-3 082-537-0220

1946年開業当時の日本建築の外観と美しい日本
庭園はそのままに、結婚式場・ご宴会も可能なバ
ンケットを所有。会食ができる個室もあります。

新規賛助会員のご紹介

　広島、浜田、高知の３市と３商工会議所の協力による中四国地方最大級のビジネスマッチングフェア ｢第20回ビジネスフェア
中四国2022－中四国発！こだわり良品発掘メッセ－｣を広島市で開催します。
　今年のビジネスフェア中四国は会場を県立総合体育館に移し、BtoBに特化したビジネスマッチングフェアとして開催！出展
企業は中四国地域から約200社が集結し、会期中は会場内で最新のトレンドに対応した様々なビジネスセミナー等も実施予定
です。幅広い業種の地域色豊かな商品・サービスが一堂に会し、商談ができる貴重な機会となっておりますので、皆さまお誘い
合わせの上、ぜひご来場ください。

日　　時 令和４年（2022年）２月２日（水）10：00 ～17：00・２月３日（木）10：00 ～16：00
場　　所 広島県立総合体育館　大アリーナ（広島市中区基町４－１）
出展構成  地域ブランド食品、くらし・ヘルスケア、環境・エネルギー、中小企業支援
主　　催  ビジネスフェア中四国実行委員会［広島市、浜田市、高知市、
 広島商工会議所、浜田商工会議所、高知商工会議所］

第20回　ビジネスフェア中四国2022　－中四国発！こだわり良品発掘メッセ－

出展者数　189 社・団体
バイヤー等事業者数
　　　　449社 ― 756人
商談件数　5,126 件

 【前回実績（令和２年２月開催）】 

 【お問い合わせ先】 

 【今回の変更点】 

BtoBに特化したビジネスマッチングフェアに生まれ変わります！

市中心部の県立総合体育館で開催しますので、会場までのアクセスが便利になります！

会期中のビジネスセミナーが充実し、商談以外の成果も持ち帰れます！

ビジネスフェア中四国実行委員会事務局　〒105-8522東京都港区芝公園3-1-22
（一般社団法人日本能率協会産業振興センター内）
TEL：03-6256-8190　FAX：03-6740-7621　MAIL：info@business-fair.net

詳しくはホームページを
ご覧ください。
https://www.
business-fair.net/
index.php
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HIROSHIMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
広島国際映

画祭2
021

　毎年恒例の秋のイベント「広島国際映画祭2021」が、11月19日（金）から21日(日）まで、NTTクレドホールを主会場に開
催されました。この映画祭は、“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、被爆から復興を遂げ
た広島ならではの映画祭を目指しています。
 今年は総勢26人の映像制作者や俳優等のゲストをお迎えし、7,600人を超える来場者でにぎわいました。昨年に続きコロ
ナ禍での開催となりましたが、来日が難しい海外の監督・ゲストには、リモートで出演していただくなど国際色豊かな映画祭
となりました。
 広島フィルム・コミッションでは、支援作品の上映や監督・ゲストによる上映後のトークショーおよび観客からの質問も受け
付けるティーチイン、会場内でのPRブースの設置などを行いました。

特別招待作品

　藤
ふじ

井
い

 道
みち

人
ひと

監督の『ヤクザと家族 The Family』、『DIVOC-12』、石
いし

井
い

 裕
ゆう

也
や

監督の『アジアの天使」ほか国内外の８作品
が上映され、トークショーやリモートトークが行われました。『ヤクザと家族 The Family』では、スペシャルゲストの綾野
剛さんの登壇もあり、会場は多くのお客様でにぎわいました。

ヒロシマEYE
　広島にゆかりのある映画人及び広島で撮影された新旧映像作品の上映プログラムです。広島フィルム・コミッション
支援映画『映画 太陽の子』（監督:黒

くろ
崎
さき

 博
ひろし

）、第74回カンヌ国際映画祭で4冠を達成し、世界で注目されている映画『ドラ
イブ・マイ・カー』（監督：濱

はま
口
ぐち

 竜
りゅう

介
すけ

）、前作に続き大ヒットのオール広島ロケ映画『孤狼の血 LEVEL ２』(監督：白
しら

石
いし

 和
かず

彌
や

)、オムニバス映画『THEATERS』の４作品が上映されました。上映後には監督によるトークショーを行い、広島での映
画制作中のエピソードや映画への思いを語っていただきました。

『ドライブ・マイ・カー』の濱口 竜介監督
　「広島の雰囲気が気に入り、ゴミ焼却施設である環境局中工場を視察した時に映画のシーンがす
ぐ思い浮かんだ」「取材を受けるうちに、原爆を落とされたヒロシマの街と過去に大きなキズを負っ
た男の再生がテーマとなっている本作が重なっているのかもしれないと逆に気付かされた」など広
島でのロケ撮影の裏話や広島への思いを熱く語っていただきました。

『孤狼の血 LEVEL ２』の白石 和彌監督（写真右）
　コロナ禍での撮影に感染症予防研修を受けて臨んだことや、パワハラ防止の
ためリスペクト研修もスタッフ全員で受けたこともお話いただきました。殺人現
場となるロケ地探しが難しかったといったエピソードもご紹介くださいました。
　制作が決定した第３作について「まだ脚本は出来上がってはいないが、もちろ
んまた広島で撮ります」との宣言に会場は盛り上がりを見せました。

ティーチイン
　上映作品の監督など映画祭のスペシャルゲストにお話を伺い、
観客からの質問にもお答えいただくプログラムです。
　大ヒット映画『この世界の片隅に』の片

かた
渕
ぶち

 須
す

直
なお

監督の広島国際
映画祭への参加は今年で10回目。参加者が一緒になってお祝いし
た後、平安時代を描く新作についてティーチインが行われました。

　広島国際映画祭は、映画人が広島に集い、観客と作り手が触れ合う場であるとともに、映画のすばらしさを広島から世界に
発信していく拠点となっています。今後も広島国際映画祭にどうぞご期待ください。

トークシ
ョーより
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観光・コンベンションセミナー
主催：広島商工会議所・(公財)広島観光コンベンションビューロー

　コロナ禍で消費者ニーズが変化する中、国内外で自然環境の中でのアウトドア体験を楽しむ旅行者が増加し
ています。そのような中、欧米市場を中心に成長している自然・文化・アクティビティが融合した高付加価値な
旅行形態としてアドベンチャーツーリズム市場が注目されています。さらには、環境問題への配慮など、観光関
係者の持続可能な観光への貢献も重要視されています。本講演では、アフターコロナを見据えて、これからの
観光トレンドについてお伝えします。

 令和４年２月１日（火） １６：００～１７：３０
 ホテルグランヴィア広島 ４階「悠久」 〔広島市南区松原町1-5　TEL 082-262-1111〕

 200人（参加料：無 料）
  申込書にご記入の上、ＦＡＸか郵送でお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。

申込書は当ビューロー公式サイトでダウンロードできます。 https://www.hiroshimacvb.jp
 ※ 聴講券は発行いたしませんので、当日は会場へ直接お越しください。
  （ご来場の際は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いいたします。ま

た、発熱・咳の症状等体調不良の場合は、参加をご遠慮ください。）

 広島商工会議所　産業・地域振興部　観光振興課
 〒730-8510　広島市中区基町5-44　TEL 082-222-6651　　FAX 082-222-6411

講　師

日　　時

会　　場

定　　員

お問合せ
申 込 先

お申込み

一般社団法人―日本アドベンチャーツーリズム協議会―理事
株式会社ＪＴＢ総合研究所　交流戦略部長―主席研究員

特定非営利活動法人―湯来観光地域づくり公社―理事長
湯来町観光協会―理事

―プロフィール―　観光による地域活性化のための計画・戦略の策定、人材育成、旅行商品開発を専門とする。近年
はスポーツツーリズム、アドベンチャーツーリズム分野の調査研究を手掛ける。内閣官房地域活性化伝道師とし
て全国の観光振興政策を支援し、講演やシンポジウムなど多数出演。

―プロフィール―　2014年に湯来町へ。カフェ経営から始め、2018年から現職。湯来町の持続可能性を高めるた
め、アドベンチャーツーリズムの開発や、温泉街再生に向けた露天風呂復活や飲食店再生等に取組む。国土交通
省「水の里の旅コンテスト2020」最優秀賞受賞。

山
や ま

　下
し た

　真
ま さ

　輝
き

　氏

佐
さ

  藤
と う

　亮
りょう

　太
た

　氏

ウィズコロナ／アフターコロナの観光戦略
～アドベンチャーツーリズムの可能性～
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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

〒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


