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日　時

会　場

定　員 参加料

お申込み

お問合せ
（申込先）

（2020広島観光親善大使）

■ 講　師

髙松　正人 氏
観光レジリエンス研究所 代表
東京大学大学院 総合防災情報研究センター客員教授
東洋大学国際観光学部 客員教授
国連防災機関民間ネットワークARISEジャパン代表

【講師プロフィール】
　1982年、旅行会社日本交通公社（現JTB）入社。
支店営業、企画・管理部門を経験。
　2001年ツーリズム・マーケティング研究所マー
ケティング事業部長、同社代表取締役社長、JTB総
合研究所常務取締役観光危機管理研究室長を経
て、2020年より現職。
　世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）、国連世界
観光機構（UNWTO）等国際機関の専門委員とし
て活躍する一方、日本における観光危機管理の草
分け、第一人者として、国内外の観光危機管理や観
光復興関係業務に数多く関わる。
　国連防災機関（UNDRR）傘下の民間ネットワー
クARISEの日本代表を務める。
　観光庁の新型インフルエンザ感染予防対策アド
バイザーとして、旅行・観光関連業界の感染防止ガ
イドラインづくりや「新しい旅のエチケット」等を通
じた感染予防の啓発活動等に取り組む。

CONTENTS
2 ―――  広島大学越智学長MICEアンバサダーに就任
2 ―――  オンライン展示商談会「広島トラベルマート2020」を開催します
3 ―――  観光客受入向上セミナー「今こそ、オンライン体験販売にチャレンジ！」を開催しました
3 ―――  ベジタリアン対応セミナーを開催しました
4 ―――  コンベンション紹介記事
4 ―――  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

5 ―――  コンベンションカレンダー（2021年２月～４月）
5 ―――  国際会議「15th International Conference on Copepoda」

（第15回国際カイアシ類会議）広島開催決定！
6 ―――  2020広島観光親善大使が就任しました
7 ―――  広島国際映画祭2020 HIROSHIMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
8 ―――  観光・コンベンションセミナー

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。
　昨年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により世界経済が大打撃を受け、とりわけ観光・MICE
業界にとって大きな試練の年となりました。緊急事態宣言発令中はもとより、解除後も人の移動が制限される中、
経済活動と感染拡大防止の両立を図るため、今まで経験したことのない難しい事業運営に真摯に取り組んでこら
れた関係者の皆様に心から敬意を表します。
　今なお外国人に対する入国制限が継続され、インバウンドの回復には相当な時間を要する見通しであり、国内観
光についても、政府が実施する「GO TOトラベル事業」などにより、観光客の姿が徐々に戻ってきてはおります
が、依然として先行きは不透明な状況にあります。こうした状況から一日も早く脱却するため、現在急ピッチで開発
が進んでいるワクチンの普及等により、新型コロナウイルス感染症が収束することを願ってやみません。
　こうした中、当ビューローでは、現在「withコロナ」時代に沿った「オンライン体験プログラム」や「オンラインガイ
ドツアー」の販売に向けた取組みを支援するとともに、観光庁の支援を受けながら広島市と連携し海外のインセ
ンティブ旅行の誘致強化に向けた事業を開始するなど、来るべき「afterコロナ」時代に備えた取組を進めていま
す。また、コロナ収束後、最初の旅行先や会議開催地として広島を選んでいただけるよう、広島ならではの観光の
魅力に磨きをかけるとともに、広島を含めた瀬戸内の魅力や、安心して滞在していただける感染防止対策などの情
報発信にもこれまで以上に取り組み、広島広域都市圏の発展に向けて尽力してまいります。
　最後になりますが、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。

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

安全・安心な観光都市広島をめざして

200人　 無　料

令和３年２月12日（金）　16：00～17：30

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

グランドプリンスホテル広島　2階「瀬戸内」
〔広島市南区元宇品町23-1 TEL：082-256-1111〕

たかまつ　　 まさ  と

　この数年間、私たちは災害や感染症など観光に深刻な影
響を及ぼすさまざまな危機を経験してきました。危機が発
生した時、観光客・旅行者の安全・安心を確保し、観光事業
者の事業継続を確実にすることは、広島観光の将来的な発
展と地域社会・経済への貢献に不可欠です。
　このセミナーでは、観光に関連する事業者や団体が、想定
される危機や災害にいかに備えたらよいか、危機後の観光振
興をどのように進めるか、また、新型コロナウイルスの影響と
ニューノーマルでの観光などについて、観光危機管理の第一
人者が国内外での経験を踏まえて具体的にお伝えします。

HIROSHIMA KANKO ひろしま観光
コンベンション
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　日本政府観光局（JNTO）では、国際会議の日本誘致を推進するため、学術分野や産業
界において国内外に対し強い発信力やネットワークを持ち、日本の顔として「国際会議開
催地としての日本」の広報活動や国際会議の誘致活動に寄与していただける有識者の
方々を「MICEアンバサダー」として任命しています。
　この度、広島大学の越智 光夫学長が「2020年度前期MICEアンバサダー」に任命され、
９月29日（火）に任命式が行われました。

　越智学長は、膝関節外科を専
門とし日本発再生医療分野で
大きな業績をあげられるととも
に、国際的学会に180回を超える招待を受けておられる
など、国内外の医学界への影響力は大きく、2015年には
「紫綬褒章」を受章されています。また、広島大学は、国際
会議を開催する教職員に対して助成支援を実施するな
ど、国際会議誘致・開催を積極的に推進しておられます。
　当ビューローは、新たにMICEアンバサダーとして就
任された越智学長と緊密に連携し、国際会議誘致および
支援に邁進してまいります。

TOPICS観光・コンベンション TOPICS
■ 広島大学越智学長MICEアンバサダーに就任 ■

　訪日外国人観光客の受入れを強化するためのBtoB商談会として例年開催していた「インバウンド受入ビジネス
フェア」につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、今年度はオンライン化し、「広島トラベルマー
ト2020」として次の日程で開催します。
　専用ウェブサイト（http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/inbound/）上で、出展企業やサービスの紹介、オン
ライン会議システムを活用した展示商談会、セミナーを行います。

　出展企業やセミナー内容は随時、ウェブサイトでご案内します。また、個別に商談の日程調整も可能です。
　どなたでも同ウェブサイトから参加登録をいただければ、オフィスやご自宅から無料でご利用いただけますの
で、ぜひご参加ください。

■ 開催期間　令和3年（2021年）2月1日（月）～2月28日（日）
■ 商 談 日　令和3年（2021年）2月22日（月）
■ 出展企業　•インバウンド事業者にソリューションを提供する事業者（IT、金融、広告、通訳・翻訳など）

•観光客にモノ、サービスを提供する事業者（体験事業者、ガイド、宿泊施設、観光施設など）

■ オンライン展示商談会
「広島トラベルマート2020」を開催します ■

　新型コロナウイルス感染症により観光関連産業が甚大な影響を受けている
中、自宅にいながら観光ツアーなどにオンラインで気軽に参加でき、しかも臨場
感を味わいながらさまざまな体験を楽しむことができることで注目を集めている
「オンライン体験」「オンラインツアー」をテーマとしたセミナーを、9月23日（水）、
広島商工会議所会議室で開催しました。当日はオンライン参加者の73人を含め、
広島市内外からオンライン体験の提供に興味のある方87人が参加されました。
　セミナーでは、日本中の魅力あふれる体験の販売メディアを運営する（株）地域ブランディング研究所 吉田博詞
氏と、広島県内各地や東京、またオンラインでもサイクリングツアーを手掛ける（株）mint 石飛聡司氏に、オンライ
ン体験・ツアーの現状や運営方法などについてご講演いただきました。参加者からは「具体的な内容で分かりやす

かった」「オンラインツアー実施のイメージができた」「難しい
と思っていたが、自分にも出来ると思った」などの反応があり、
広島発信のオンライン体験・ツアーづくりに多くの方がチャレ
ンジする機運が高まってきていると感じられました。
　当ビューローでは、オンライン体験・ツアーに本格的に取り
組もうとされる方への実地研修を開催しており、魅力発信の
新たなチャネルを増やせるよう努めてまいります。

■ 観光客受入向上セミナー
「今こそ、オンライン体験販売にチャレンジ！」を開催しました ■

　国内でも増えつつあるベジタリアンのニーズに対応できる
店を増やし、広島を訪れる皆さまの受入態勢強化を図るため、
飲食店に向けたベジタリアン対応セミナーを10月6日（火）、当
ビューロー会議室等で開催しました。コロナ禍の中での開催で
あり、セミナー会場の参加を11人に限定しましたが、同時配信
したオンライン中継では21人の方に視聴参加いただきました。
合わせて、より実践的な内容にするため、会場での参加者を対

象にベジタリアン向け食材（植物由来のオムニミート）を使用したメニューの試食会も実施しました。
　セミナーではフードダイバーシティ株式会社代表取締役 守護彰浩氏を講師に招き、ベジタリアン市場の拡大傾
向やベジタリアンに喜ばれるメニュー、店舗でのスムーズな受入れを可能にするひと工夫などについてご講演いた
だきました。参加者からは「とても具体的な指導で参考になった」という声が多く聞かれました。また、試食会におい
ては、参加者にベジタリアン向け食材の味・食感を味わっていただくとともに、実
用に向けた可能性などを確かめていただきました。調理方法などの質問が飛び
交い、専用食材に対する関心の高さがうかがえました。
　当ビューローでは、広島を訪れる皆さまが、多様化する食のニーズに対応でき
る飲食店を見つけやすくなるよう、各店舗の支援や情報発信を行ってまいります。

■ ベジタリアン対応セミナーを開催しました ■

任命式にて　越智 光夫 広島大学学長（左）と清野 智 日本政府観光局（JNTO）理事長

広島大学　越智学長
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　日本政府観光局（JNTO）では、国際会議の日本誘致を推進するため、学術分野や産業
界において国内外に対し強い発信力やネットワークを持ち、日本の顔として「国際会議開
催地としての日本」の広報活動や国際会議の誘致活動に寄与していただける有識者の
方々を「MICEアンバサダー」として任命しています。
　この度、広島大学の越智 光夫学長が「2020年度前期MICEアンバサダー」に任命され、
９月29日（火）に任命式が行われました。

　越智学長は、膝関節外科を専
門とし日本発再生医療分野で
大きな業績をあげられるととも
に、国際的学会に180回を超える招待を受けておられる
など、国内外の医学界への影響力は大きく、2015年には
「紫綬褒章」を受章されています。また、広島大学は、国際
会議を開催する教職員に対して助成支援を実施するな
ど、国際会議誘致・開催を積極的に推進しておられます。
　当ビューローは、新たにMICEアンバサダーとして就
任された越智学長と緊密に連携し、国際会議誘致および
支援に邁進してまいります。

TOPICS観光・コンベンション TOPICS
■ 広島大学越智学長MICEアンバサダーに就任 ■

　訪日外国人観光客の受入れを強化するためのBtoB商談会として例年開催していた「インバウンド受入ビジネス
フェア」につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、今年度はオンライン化し、「広島トラベルマー
ト2020」として次の日程で開催します。
　専用ウェブサイト（http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/inbound/）上で、出展企業やサービスの紹介、オン
ライン会議システムを活用した展示商談会、セミナーを行います。

　出展企業やセミナー内容は随時、ウェブサイトでご案内します。また、個別に商談の日程調整も可能です。
　どなたでも同ウェブサイトから参加登録をいただければ、オフィスやご自宅から無料でご利用いただけますの
で、ぜひご参加ください。

■ 開催期間　令和3年（2021年）2月1日（月）～2月28日（日）
■ 商 談 日　令和3年（2021年）2月22日（月）
■ 出展企業　•インバウンド事業者にソリューションを提供する事業者（IT、金融、広告、通訳・翻訳など）

•観光客にモノ、サービスを提供する事業者（体験事業者、ガイド、宿泊施設、観光施設など）

■ オンライン展示商談会
「広島トラベルマート2020」を開催します ■

　新型コロナウイルス感染症により観光関連産業が甚大な影響を受けている
中、自宅にいながら観光ツアーなどにオンラインで気軽に参加でき、しかも臨場
感を味わいながらさまざまな体験を楽しむことができることで注目を集めている
「オンライン体験」「オンラインツアー」をテーマとしたセミナーを、9月23日（水）、
広島商工会議所会議室で開催しました。当日はオンライン参加者の73人を含め、
広島市内外からオンライン体験の提供に興味のある方87人が参加されました。
　セミナーでは、日本中の魅力あふれる体験の販売メディアを運営する（株）地域ブランディング研究所 吉田博詞
氏と、広島県内各地や東京、またオンラインでもサイクリングツアーを手掛ける（株）mint 石飛聡司氏に、オンライ
ン体験・ツアーの現状や運営方法などについてご講演いただきました。参加者からは「具体的な内容で分かりやす

かった」「オンラインツアー実施のイメージができた」「難しい
と思っていたが、自分にも出来ると思った」などの反応があり、
広島発信のオンライン体験・ツアーづくりに多くの方がチャレ
ンジする機運が高まってきていると感じられました。
　当ビューローでは、オンライン体験・ツアーに本格的に取り
組もうとされる方への実地研修を開催しており、魅力発信の
新たなチャネルを増やせるよう努めてまいります。

■ 観光客受入向上セミナー
「今こそ、オンライン体験販売にチャレンジ！」を開催しました ■

　国内でも増えつつあるベジタリアンのニーズに対応できる
店を増やし、広島を訪れる皆さまの受入態勢強化を図るため、
飲食店に向けたベジタリアン対応セミナーを10月6日（火）、当
ビューロー会議室等で開催しました。コロナ禍の中での開催で
あり、セミナー会場の参加を11人に限定しましたが、同時配信
したオンライン中継では21人の方に視聴参加いただきました。
合わせて、より実践的な内容にするため、会場での参加者を対

象にベジタリアン向け食材（植物由来のオムニミート）を使用したメニューの試食会も実施しました。
　セミナーではフードダイバーシティ株式会社代表取締役 守護彰浩氏を講師に招き、ベジタリアン市場の拡大傾
向やベジタリアンに喜ばれるメニュー、店舗でのスムーズな受入れを可能にするひと工夫などについてご講演いた
だきました。参加者からは「とても具体的な指導で参考になった」という声が多く聞かれました。また、試食会におい
ては、参加者にベジタリアン向け食材の味・食感を味わっていただくとともに、実
用に向けた可能性などを確かめていただきました。調理方法などの質問が飛び
交い、専用食材に対する関心の高さがうかがえました。
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任命式にて　越智 光夫 広島大学学長（左）と清野 智 日本政府観光局（JNTO）理事長

広島大学　越智学長
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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

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

 

  

日本薬学会第141年会（広島）日本薬学会第141年会（広島）

第47回日本血液浄化技術学会学術大会・総会「新時代の探求～The way for advance～」第47回日本血液浄化技術学会学術大会・総会「新時代の探求～The way for advance～」
開催日開催日

会　場

問合せ先

　本学会は、薬学に携わる研究者、医療人、教
育者、学生が、国内外から最新の研究成果を発
表し議論することで、創薬と医療の発展を目
指す学会です。今回はテーマを「革新的創薬と
持続的医療の融和」とし、新型コロナが続く今
だからこそ、薬学が一丸となり、N ew  
Normalの時代を切り拓く年会になればと思っ
ています。現地とWEBのハイブリッド形式で
開催いたしますので、皆様のご協力とご参加を
心よりお待ち申し上げております。

大会長
宮本 照彦

（医療法人 中央内科クリニック）

Web開催

2021年4月17日（土）・18日（日）

第47回日本血液浄化技術学会学術大会・総会運営事務局
〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル5階
㈱日本旅行西日本MICE営業部内
TEL：06-6342-0212  FAX：06-6342-0214
E-mail：jstb47@nta.co.jp

　当会は血液浄化技術に関する教育、研究お
よび関連領域に於ける工学、医学、医療の進歩
向上への貢献を目的に平成元年に設立されま
した。47回大会は令和時代初の学術大会で
す。大会テーマ「新時代の探究～The way for 
advance～」には、新時代に学術団体として当
会が進むべき道、進化の方法を考える機会にし
たいとの思いを込めました。当会から血液浄化
領域のCool Japanを世界に発信することが
重要であり、責務であると考えています。

※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。

革新的創薬と持続的医療の融和　～Harmonization of Innovative Drug Development and 
Sustainable Health Care from HIROSHIMA to the WORLD～

組織委員長
小澤 光一郎
（広島大学副学長・

大学院医系科学研究科教授）

開催日 2021年3月26日（金）～29日（月）

会　場 広島国際会議場、広島市文化交流会館、
JMSアステールプラザ＋Web開催

問合せ先問合せ先

運営事務局
〒730-0032 広島市中区立町1-24 
㈱近畿日本ツーリスト中国四国広島支店内
TEL：082-502-0909 FAX：082-221-7039
E-mail：pharm141-hij@or.kntcs.co.jp

名　　称 会　　場 会　　期
国内
参加者数
(人)

海外
参加者数
(人)

総参加
国数

広島国際会議場、広島市文化交流会館、
JMSアステールプラザ＋Web開催

広島修道大学

Web開催

3月26日～29日

4月10日

4月17日・18日

11,920 

200

1,500

80

0

0

5

1

1

日本薬学会第141年会

英語史研究会第30回大会

第47回日本血液浄化技術学会学術大会・総会

※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。

コンベンションカレンダー 2021年 ２月～ ４月

　15th International Conference on Copepoda（第15回国
際カイアシ類会議）は、2017年12月から当ビューローが誘致を
行っており、2020年2月に、本会議の国内主催者である広島大学
大学院統合生命科学研究科・大塚攻教授が、海外主催者団体
World Association of Copepodologist（国際カイアシ学会）
へ誘致提案書を提出し、同年8月、会員によるオンライン投票の結
果、競合国ラトビアを破り、広島での開催が決定しました。
　カイアシ類とは、浮遊性、底生性の微小甲殻類で、魚類の餌生物
として水圏生態系を支える重要な動物です。一方、寄生性種は時に
養殖業に甚大な被害をもたらすこともあります。この会議では、こ
うしたカイアシ類を研究する著名な研究者や学生が3年に1度集結
し、レベルの高い発表や討議が行われます。
　広島開催は、2024年6月2日（日）から7日（金）まで6日間の日程
で、広島国際会議場を主会場とし、参加者数は、海外からの160人
を含む220人を予定しています。これに先立ち、広島大学で学生向
けトレーニングコースも開催予定です。日本での開催は、1990年、
軽井沢で開催されて以来、34年ぶり2回目となります。

　当ビューローとしても、開催に向けて引き続き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取り組んでま
いります。

国際会議「15th International Conference on Copepoda」広島開催決定！
（第15回国際カイアシ類会議）

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・開催をご検討の皆さま、まずは当ビューローへご相談を！　詳細は直接お問い合わせください。

お気軽にご相談ください！

コンベンション誘致助成金

（公財）広島観光コンベンションビューロー MICE推進部
TEL：082-244-4853　E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
URL：https://www.hiroshimacvb.jp/

参 加 者 数
参加国数（日本含む）
開 催 期 間
助成金上限額

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る）

参 加 者 数
助成金上限額

300人以上
5ヶ国以上
3日間以上
300万円

200人以上
3ヶ国以上
2日間以上
60万円

100人～199人
3ヶ国以上
2日間以上
30万円

国際会議

国内会議
1，000人以上、または延べ2，500人以上

300万円
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お問い合わせ 受付時間
10：00～17：00（土日祝は除く）
（年末年始休業 12/28～1/4）

■   被爆ピアノコンサート
　広島市を拠点に活動する5組の音楽家による『被爆ピア
ノコンサート』を行いました。コンサートでは、映画『おか
あさんの被爆ピアノ』に登場した被爆ピアノが演奏され、
力強く美しいピアノの音色が会場に響き渡りました。

■   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「ヒロシマ EYE」では、広島フィルム・コミッション支援映画『おかあさん
の被爆ピアノ』（監督：五藤利弘）、『風の電話』（監督：諏訪敦彦）、『Irradiated』
（監督：リティ・パン）、『8：15』（監督：J・R・ヘッフェルフィンガー）の4作品が上
映されました。上映後には監督・ゲストの方によるトークショーを行い、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。

■   ワークショップ

■   特別招待作品
　昨年の『新聞記者』に続き藤井道人監督の最
新作『宇宙でいちばんあかるい屋根』が上映され
たほか、『燕 Yan』など世界で注目が高まってい
る3作品が特別招待作品として上映されました。

ご とう としひろ す わ のぶ ひろ

映画『Irradiated』上映後のトークショーに、リ
ティ・パン監督がカンボジアからリモート出演

　最前線で活躍する映像制作者に、映画制作につ
いて語っていただきました。大ヒット映画『この世
界の片隅に』の片渕須直監督は、新作の構想を「出
発点は今回も広島から」と初めて明かすなど、どの
ワークショップも充実した内容で盛り上がりました。 映画人による多彩なワークショップ

かたぶち す なお

ふじ い　みち ひと

　このたび「2020広島観光親善大使」に就任したことを大変嬉しく思っております。大
好きな広島の魅力を1つでも多くお伝えできるよう精進し「人間ガイドブック」のような
観光親善大使を目指したいです。笑顔と感謝、この2つを大切に、広島を訪れる方々に
喜んでいただける情報を発信できるよう、精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

　このたび、「2020広島観光親善大使」に就任したことを大変嬉しく思っております。
変化が大きく、速いこの時代に「2020広島観光親善大使」として活動させていただくこ
とに感謝の気持ちを忘れることなく1年間取り組んでまいります。これまで繋いできた
バトンを落とすことなく、さらに加速できるような活動を私ども3名は全力で取り組ん
でまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

広島国際映画祭2020 HIROSHIMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
　広島の魅力をＰＲする広島観光親善大使は、例年7月に新旧の大使が交代していましたが、今年は新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止のため時期を延期し、11月17日に交代しました。
　新たな広島観光親善大使として、行近 彩奈さん、中上 匠さん、樺山 夏帆さんの3人が就任しました。なお、中上
さんは、広島観光親善大使の20年におよぶ歴史において初めて選考された男性の大使です。
 今後、2020広島観光親善大使の3人は、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。各種行事などへの派遣をご希望
される場合には、魅力創造部までお問い合わせください。

■ 2020広島観光親善大使が就任しました ■

問合せ先　魅力創造部 魅力創造担当  TEL：082-554-1811  E-mail：kankou@hiroshima-navi.or.jp

■   行近 彩奈（ゆきちか あやな）さん　
　このたび「2020広島観光親善大使」に就任したことを大変嬉しく思うのと同時に、
応援して下さった方々に感謝しております。魅力あふれる広島を国内外の方にお届け
することで、「Go to 広島」に貢献し、「広島のファン」を増やしていきたいと思っており
ます。何事にも感謝の気持ちを持ちつつ、出会いを大切に精一杯頑張りますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

■   樺山 夏帆（かばやま なつほ）さん　

■   中上 　匠（なかじょう たくみ）さん　

　秋のイベント「広島国際映画祭2020」が、11月21日（土）から23日（月・祝）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」を目指しているものです。
　今年は総勢41人の映像制作者や俳優等のゲストの方をお迎えし、延べ4,117人の来場者でにぎわいました。今年
はコロナ禍の中での開催ということもあり、監督・ゲストのトークショーやワークショップを無料でオンライン配信しま
した。その総再生回数は3,818回と、来場できない多くの方に楽しんでいただきました。また、来日が難しい海外の監
督・ゲストの方に、リモートで出演していただくなど、今年も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、監督・ゲストによるトークショーやワークショップ、会場内でのPR
ブースの設置などを行いました。

　映画祭の閉幕にあたり、諏訪敦彦監督が、今年が映画界にとって大変な
年であったこと、また映画文化の多様性を守る場所としての映画祭がこれ

からも開催されることへの期待を述べられました。
　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。 広島国際映画祭2020 閉幕式　またお会いしましょう！

す わ のぶ ひろ

ゆき ちか　あや な なかじょう　たくみ かば やま　なつ ほ
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お問い合わせ受付時間
10：00～17：00（土日祝は除く）
（年末年始休業 12/28～1/4）
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ご とう としひろ す わ のぶ ひろ
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かたぶち す なお

ふじ い　みち ひと
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　このたび、「2020広島観光親善大使」に就任したことを大変嬉しく思っております。
変化が大きく、速いこの時代に「2020広島観光親善大使」として活動させていただくこ
とに感謝の気持ちを忘れることなく1年間取り組んでまいります。これまで繋いできた
バトンを落とすことなく、さらに加速できるような活動を私ども3名は全力で取り組ん
でまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

広島国際映画祭2020 HIROSHIMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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日　時

会　場

定　員 参加料

お申込み

お問合せ
（申込先）

（2020広島観光親善大使）

■ 講　師

髙松　正人 氏
観光レジリエンス研究所 代表
東京大学大学院 総合防災情報研究センター客員教授
東洋大学国際観光学部 客員教授
国連防災機関民間ネットワークARISEジャパン代表

【講師プロフィール】
　1982年、旅行会社日本交通公社（現JTB）入社。
支店営業、企画・管理部門を経験。
　2001年ツーリズム・マーケティング研究所マー
ケティング事業部長、同社代表取締役社長、JTB総
合研究所常務取締役観光危機管理研究室長を経
て、2020年より現職。
　世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）、国連世界
観光機構（UNWTO）等国際機関の専門委員とし
て活躍する一方、日本における観光危機管理の草
分け、第一人者として、国内外の観光危機管理や観
光復興関係業務に数多く関わる。
　国連防災機関（UNDRR）傘下の民間ネットワー
クARISEの日本代表を務める。
　観光庁の新型インフルエンザ感染予防対策アド
バイザーとして、旅行・観光関連業界の感染防止ガ
イドラインづくりや「新しい旅のエチケット」等を通
じた感染予防の啓発活動等に取り組む。

CONTENTS
2 ―――  広島大学越智学長MICEアンバサダーに就任
2 ―――  オンライン展示商談会「広島トラベルマート2020」を開催します
3 ―――  観光客受入向上セミナー「今こそ、オンライン体験販売にチャレンジ！」を開催しました
3 ―――  ベジタリアン対応セミナーを開催しました
4 ―――  コンベンション紹介記事
4 ―――  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

5 ―――  コンベンションカレンダー（2021年２月～４月）
5 ―――  国際会議「15th International Conference on Copepoda」

（第15回国際カイアシ類会議）広島開催決定！
6 ―――  2020広島観光親善大使が就任しました
7 ―――  広島国際映画祭2020 HIROSHIMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
8 ―――  観光・コンベンションセミナー

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。
　昨年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により世界経済が大打撃を受け、とりわけ観光・MICE
業界にとって大きな試練の年となりました。緊急事態宣言発令中はもとより、解除後も人の移動が制限される中、
経済活動と感染拡大防止の両立を図るため、今まで経験したことのない難しい事業運営に真摯に取り組んでこら
れた関係者の皆様に心から敬意を表します。
　今なお外国人に対する入国制限が継続され、インバウンドの回復には相当な時間を要する見通しであり、国内観
光についても、政府が実施する「GO TOトラベル事業」などにより、観光客の姿が徐々に戻ってきてはおります
が、依然として先行きは不透明な状況にあります。こうした状況から一日も早く脱却するため、現在急ピッチで開発
が進んでいるワクチンの普及等により、新型コロナウイルス感染症が収束することを願ってやみません。
　こうした中、当ビューローでは、現在「withコロナ」時代に沿った「オンライン体験プログラム」や「オンラインガイ
ドツアー」の販売に向けた取組みを支援するとともに、観光庁の支援を受けながら広島市と連携し海外のインセ
ンティブ旅行の誘致強化に向けた事業を開始するなど、来るべき「afterコロナ」時代に備えた取組を進めていま
す。また、コロナ収束後、最初の旅行先や会議開催地として広島を選んでいただけるよう、広島ならではの観光の
魅力に磨きをかけるとともに、広島を含めた瀬戸内の魅力や、安心して滞在していただける感染防止対策などの情
報発信にもこれまで以上に取り組み、広島広域都市圏の発展に向けて尽力してまいります。
　最後になりますが、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。

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

安全・安心な観光都市広島をめざして

200人　 無　料

令和３年２月12日（金）　16：00～17：30

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

グランドプリンスホテル広島　2階「瀬戸内」
〔広島市南区元宇品町23-1 TEL：082-256-1111〕

たかまつ　　 まさ  と

　この数年間、私たちは災害や感染症など観光に深刻な影
響を及ぼすさまざまな危機を経験してきました。危機が発
生した時、観光客・旅行者の安全・安心を確保し、観光事業
者の事業継続を確実にすることは、広島観光の将来的な発
展と地域社会・経済への貢献に不可欠です。
　このセミナーでは、観光に関連する事業者や団体が、想定
される危機や災害にいかに備えたらよいか、危機後の観光振
興をどのように進めるか、また、新型コロナウイルスの影響と
ニューノーマルでの観光などについて、観光危機管理の第一
人者が国内外での経験を踏まえて具体的にお伝えします。

HIROSHIMA KANKO ひろしま観光
コンベンション
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