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ひろしま はなのわ 2020
国内最大級の花と緑の祭典〈ひろしま はなのわ 2020〉は、メイン会場（旧広島市民球場跡地等）での集中展開期間は終了し
ましたが、県内一円で11月23日まで様々なイベントを開催中です。県内4つの協賛会場では、花や緑はもちろん、特設の花壇や
ブランコなどをお楽しみいただけます。広島県の季節の特産品や旅行券が当たるスタンプラリーも開催中です。この機会にぜ
ひ広島県内を巡ってみてください。
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第106回日本消化器病学会総会
※この会議は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
Web会議として開催されることになりました。

IEEE International Symposium on 
Radio-Frequency Integration Technology
（RFIT 2020）

第79回日本癌学会学術総会

第９回広島てんかん・脳波セミナー（HEES）

第57回全国港湾労働災害防止大会

第23回日本IVF学会学術集会

※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。
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■湾岸施設ライトアップ協力／広島県、広島市、廿日市市、江田島市、グランドプリンスホテル広島、三菱重工業㈱、広島ガス㈱、
　　　　　　　　　　　　　　広島マリーナホップ、㈱大進本店、マツダ㈱

2020.7.18［SAT ］ ～ 10.31［SAT ］

広島湾ナイトクルージング
2020 Hiroshima Bay2020 Hiroshima Bay

詳しくは〈ひろしま はなのわ 2020〉公式ホームページをご覧ください。 　https://hananowa2020.com/

※ナイトクルージングを構成するのは次の６航路です。
ア　瀬戸内海クルーズ 広 島 港 嚴島神社大鳥居沖 マリーナサーカス沖 広島ベイブリッジ　広 島 港
イ　上村汽船 広 島 港 切串（江田島） 広 島 港
ウ　似島汽船 広 島 港 似　　　島 広 島 港
エ　瀬戸内シーライン 広 島 港 三高（江田島） 広 島 港
　広島広域情報サイト「ひろたび」でもご紹介しています（https://www.hiroshima-navi.or.jp/event/2018/02/031704.html）

オ　リバーシークルーズ 元安橋桟橋 太田川遊覧 元安橋桟橋
カ　アクアネット広島 宮島3号桟橋 嚴島神社大鳥居沖 宮島3号桟橋

広大な敷地に、豊かな自然が息
づく国営の公園です。「中の広
場」で特設花壇が来園者をお迎
えします。自然を体験したり、大
型遊具など、一年を通して楽しめ
ます。

遊具、しょうぶ園、スポーツ施設
など多彩な魅力いっぱいの公
園。芝生広場には鵜の羽をモチー
フにした木製のブランコやたね
ダンゴで作る花壇やプランター
が会場を彩ります。

世羅高原の自然とふれあうこと
ができ、竹のトンネルや竹のドー
ム、ヒョウモンモドキをモチーフ
にした木製ブランコなどを楽し
めます。

緑豊かな自然に囲まれ大型遊具
が大人気の「冒険の広場」に出現
する花迷路は、大人も子どもも
夢中になること間違いありませ
ん。尾道帆布を使ったブランコを
楽しめます。

国営備北丘陵公園（庄原市） 県立みよし公園（三次市）

県立せら県民公園（世羅町） 県立びんご運動公園（尾道市）
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　この春、広島フィルム・コミッションがロケ撮影を支援した多数の映画が、新型コロナウイルス感染拡大の影
響で公開延期となっていましたが、順次公開予定日が発表されていますので、ぜひご覧ください。
※公開予定日は変更になることもございますのでご了承ください。

　ICCA（国際会議協会：International Congress and Convention Association）の統計レポートが６月
25日に発表されました。ICCAは、オランダのアムステルダムに本拠を置く非営利・非政府団体で、世界約100
か国1,000以上の団体からなり、当ビューローも1997年から加盟し、ICCAが蓄積する全世界の国際会議の
データベースを誘致活動に活用しています。
　また、ICCAが毎年発表する国際会議開催件数ランキングはMICEデスティネーションの実力を示す指標の
一つとして注目されています。このランキングにおいて広島市は近年着実に順位を上げ、2015年が431位、
2017年には299位に、今回発表された2019年の統計では1,859都市の中で210
位となり、日本の都市では11番目となっています。
　広島市は2015年６月に観光庁から「グローバルMICE強化都市」（現在は「グ
ローバルMICE都市」）に選定され、２年間にわたり観光庁から誘致強化支援を受
け、誘致助成制度の拡充、シャトルバス等の運行助成制度の新設、テクニカルビ
ジットの開発、ホームページのリニューアル等を行い、誘致・支援メニューを強化し
た結果が、順位の上昇につながったと考えています。
　2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で多くの会議が中止・延期になって
いますが、収束状況を見極めながら、今まで以上に国際会議の誘致・開催支援に取
り組んでまいります。

「おかあさんの被爆ピアノ」
（監督：五藤利弘）

　公開延期となっていましたが、7月17
日（金）より八丁座での広島先行公開が
決定しました。被爆ピアノの調律師を佐
野史郎さんが、祖母のピアノをきっかけ
に成長する女子大生をAKB48の武藤
十夢さん
が演じて
います。

TOPICS観光・コンベンション TOPICS

募集人数 小学生とその保護者を無料招待　各コース共3組計9組
※応募者多数の場合は抽選。抽選結果は全員にお知らせします。

申込方法 住所、氏名（参加者全員）、年齢（学年）、電話番号、希望コースを
記載して、はがきまたはメールで実行委員会に申し込んでください。
（令和２年７月８日（水）消印有効）

申込・
問合せ先

広島湾ナイトクルージング実行委員会
（公財）広島観光コンベンションビューロー内
〒730-0011  広島市中区基町5番44号　商工会議所ビル6階
TEL：082-554-1813（平日9：00～17：45） 
Email：kankou-2@hiroshima-navi.or.jp

期　日 令和２年７月18日（土）

コース

※広島港以外での乗下船はできません。

ア 広島港
（18:25）

三高港
(19:05/19:10) 

広島港
(19:50)

イ　上村汽船 広島港
(18:05)

切串港
(18:35/18:40) 

広島港
(19:10)

ウ　似島汽船 広島港
(18:30)

似島港
(18:50/19:00) 

広島港
(19:20)

瀬戸内
シーライン

　瀬戸内海の夕景とライトアップを楽し
む「広島湾ナイトクルージング」のオープニ
ング記念乗船会に、小学生とその保護者
を無料でご招待します。

「朝が来る」
（監督：河瀨直美）

　特別養子縁組を題材とする辻
村深月さん原作の「朝が来る」を
河瀨直美監督が映画化。「子ども
を返してほしいんです」という一
本の電話から運命が動き出しま
す。
　昨年5月に、広島駅やグランド
プリンスホテル広島、似島で撮影
が行われました。準備から撮影ま
で幾度となく訪問・滞在した似島
では、島民の皆さんの温かいおも
てなしを受けながら島の自然美
も多く撮影していただけました。
また、生後間もない赤ちゃんにもご出演いただくなど、いつもながら
多くの広島の皆さんにご協力いただいた作品です。
［10月23日（金）公開予定］

「海辺の映画館 キネマの玉手箱」
（監督：大林宣彦）

　閉館を迎えた映画館で、青年たちがスクリーンの戦
争映画の世界へと入り込み、様々な戦争を目の当たり
にすることに。そして物
語は原爆投下前夜の広
島に。そこで出会った看
板女優（常盤貴子さん）
率いる移動劇団「桜隊」
の運命を変えようと奔
走する…。癌で余命宣告
を受けながら撮影に取
り組まれた大林監督の
遺作となりました。
［7月31日（金）公開予定］

「ムヒカ 世界でいちばん
貧しい大統領から日本人へ」

（監督：田部井一真）

　南米ウルグアイの元大統領ムヒカ氏を追うドキュメ
ンタリー映画。「日本に
来てここを訪れなかっ
たら日本の歴史に対す
る侮辱だと思う」と
2016年に広島を訪問。
慰霊碑に献花し、平和
記念資料館を熱心にご
覧になる姿も盛り込ま
れています。
［公開予定日未定］

■ 広島 FCロケ撮影支援映画 続々公開 ■
■ ICCA国際会議開催件数ランキング ■

■ 広島湾ナイトクルージング オープニング記念乗船会のご案内 ■
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ミツワ広島風
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※詳細は下記までご連絡ください

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

 

  

第106回日本消化器病学会総会第106回日本消化器病学会総会

第79回日本癌学会学術総会第79回日本癌学会学術総会

開催日 2020年8月11日（火）～13日（木）

会　場 リーガロイヤルホテル広島、 
メルパルクホテル広島

問合せ先

学術会長
安井　弥

（広島大学大学院医系科学研究科
分子病理学 教授）

※6月11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 等を確認ください。

※この会議は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
Web会議として開催されることになりました。

学会長
茶山 一彰

（広島大学大学院 医系科学研究科 
消化器・代謝内科学 教授）

　日本消化器病学会は、「消化器及びその疾患
に関する基礎的及び臨床的研究の奨励を為
し、もって消化器病学の向上発展をはかり、人
類の福祉に寄与すること」を目的とした、日本
で最も長い歴史を持つ学会の一つです。この
度、この学会総会を約20年ぶりに広島の地で
開催することとなりました。「消化器病学の明
日を拓く」というテーマを掲げ、今の医療、そし
て未来の医療に貢献できる、有意義な学会に
したいと思います。

第106回日本消化器病学会総会 運営事務局 （株）メッド
〒701-0114 岡山県倉敷市松島1075-3
TEL：086-463-5344　FAX：086-463-5345
E-mail：jsge2020@med-gakkai.org
URL： https://www.jsge2020.org

開催日 2020年10月1日（木）～3日（土）

会　場 リーガロイヤルホテル広島、 
メルパルク広島、広島県立総合体育館

問合せ先

第79回日本癌学会学術総会　運営事務局
〒541-0042 大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル2階
日本コンベンションサービス株式会社　関西支社内
TEL：06-6221-5933 FAX：06-6221-5939
E-mail：jca2020@convention.co.jp

第57回全国港湾労働災害防止大会第57回全国港湾労働災害防止大会
開催日開催日

会　場

問合せ先

JMSアステールプラザ

2020年10月16日（金）

港湾労災防止協会 中国総支部
〒734-0011広島市南区宇品海岸3-11-17
TEL：082-255-0755　FAX：082-251-7751
E-mail：port34@watch.ocn.ne.jp

　物資（資源）の90％以上を海外からの輸入
に依存する日本では、港運業者不在では貨物
が国内に入ってこないし輸出もできない。それ
故に基幹産業といわれる海運業を現場で支え
るのが港運業で、そこで働く人たちの安全を
如何に守るかを常に追求しているのが港湾労
災防。全国を13のブロックに分け活動している
が、広島には中国総支部が拠点を置いている。
今年10月には全国から1000人以上が広島に
集結して全国大会を開催予定。

実行委員長
西山　寛

（港湾労災防止協会 中国総支部長）

　第79回学術総会のメインテーマは「がんの
実像を見つめて共に歩む」としました。がん研
究において“がんの本質を見据えて多分野が
恊働する”ことから得られる成果を提示し、今
後を展望したいと考えています。また、今年は
被爆75周年の節目の年でもあり、持続可能な
平和な世界の実現という目標をあらためて共
有したいと思います。本総会を通して、がんに
係る理解が広く進み、がん制圧への大きな一
歩になることを期待しています。

　昨年7月の交代式から、さまざまな活動を通じて広島の魅力を市内外にPRしていただいた2019広島観光親善大使の小林 絵真さ
ん、西村 紅映さん、佐原 悠里さんに、1年間活動した中で心に残った経験について語っていただきました。

　広島観光親善大使は例年5月に募集を行っていますが、本年は
新型コロナウイルス感染症の影響で延期となっており、今後感染
症の収束状況を見ながら改めて募集を行うこととしています。
　本年の観光親善大使が決定するまでの間は、小林さん、西村さ
ん、佐原さんに広島観光親善大使の役割を担っていただきます。
　どうぞよろしくお願いします！

■ 2019広島観光親善大使に聞きました！ ■

■   小林 絵真さん
　皆さま、こんにちは！私は昨年の12月3
日～12月5日に参加した【宮島・広島・岩
国・呉共催首都圏観光宣伝隊】が印象に
残っています。
　ミス岩国の藤田さん、宮島観光親善大使の越智さんと3
日間にわたり、東京都内の新聞社・旅行社を回り、冬から春
にかけて行われる各地域のイベントをPRしました。最終日は
品川駅で街頭宣伝を行い、「ぜひ広島に行ってみたい」という
声もたくさんいただきました。とても楽しく新鮮で充実した
宣伝隊でした。

■   佐原 悠里さん　
　これまでの派遣行事の中で印象に残っているものの1つに【ひ
ろしまドリミネーション2019オープニングイベント】があります。
　幼少期から広島の冬の風物詩として親しんできたこのイベント
を、広島観光親善大使として盛り上げる一翼を担えたことはとて
も光栄でした。
　また、昨年は新しいオブジェも登場し、会場は多くの方で賑わいました。
これからも広島市の魅力を皆様へお伝えできるよう任期まで精一杯努めてまいります。

■   西村 紅映さん
　印象深いお仕事は沢山ありますが、中
でも、大阪で開催された【ツーリズム
EXPOジャパン2019】は特に心に残って
います。
　会場では、宮島観
光親善大使の上野さ
んとミス岩国の田中
さんと共に、各地域の
魅力を発信できたほ
か、民族衣装で着飾っ
た世界各国の方と交
流できたことで、沢山の方々と触れあう楽しさも再確認する

こともでき、とても充実したお
仕事でした！
　詳しくはブログに掲載してい
るので、ぜひこちらもご覧くだ
さい！

広島観光親善大使の活動は、ブログ
「こんにちは！広島観光親善大使です。」や
Facebookなどで紹介しています。
広島観光親善大使 検 索 ブログ QRコード Facebook QRコード
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※詳細は下記までご連絡ください
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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。

開催に関する支援メニュー誘致・立候補段階の支援メニュー
◆ 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
◆ お客様のためのおもてなしプログラム
　（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）の紹介および提供
◆ 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）

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：082-244-4853  E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
URL：https://www.hiroshimacvb.jp/

HIROSHIMA KANKOひろしま観光
コンベンション

119
HIROSHIMA KANKOひろしま観光

コンベンション

119

第23回日本IVF学会学術集会第23回日本IVF学会学術集会

開催日

会　場

問合せ先

広島コンベンションホール

2020年10月31日（土）・11月１日（日）

第23回日本IVF学会学術集会事務局
〒732-0822 広島市南区松原町3-1-301
TEL：082-567-3866　FAX：082-567-3864
E-mail：office@hiroshima-hart.jp

　本学会は1997年より体外受精を中心とした
生殖医療に携わる医療従事者の知識・技術の
向上と自己研鑽の機会を提供する団体として、
毎年の学術講演会を含め様々な活動を行って
きました。この度、初めて広島での開催となり
「新時代のART医療とは～Ultimate ART for 
New ERA 2020～」をテーマに、ARTに携わ
る医療関係者にとって明日から役に立つ情報
と将来へ向けての活力を得る学会にすべく鋭
意努力しておりますのでご期待ください。

※6月11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 等を確認ください。

広島観光コンベンションビューローの
Webサイト(www.hiroshimacvb.jp)をご活用ください

ビューローが提供している支援の内容について知りたい

会議開催などに対する助成制度をはじめ、予算や規模に応じた会場の紹介、
誘致提案書作成のお手伝い、伝統芸能などの実演や観光パンフレットの提
供など、当ビューローが提供する様々な支援について紹介しています。

誘致・開催支援
広島の会議施設、宿泊施設、
スポーツ施設を探したい

エリア、収容人数、広さなど細かく条件を指定して、
ご希望に沿った施設が検索できます。

施設紹介

ユニークベニューや広島ならではの
体験メニューを探したい

会議に参加される皆様にとって、より印象深い演出
とするため、「広島ならでは」の懇親会場や体験を
ご紹介しています。

キーワードで
検索できます

エリア・業種で
絞り込めます

広島ならでは

「ケータリング」「パンフレット印刷」「パーティーの企画」…etc.  業務委託先を探したい

賛助会員企業の中から、エリア・業種のほか、フリーワードの絞り込みにより、お探しの業者を検索することができます。

当ビューロー賛助会員は、広島の観光及びMICEの振興に深い関心を持ち、ビューローの事業活動を積極的に支援していただいている企
業・団体・個人です。
業種：次の業種から選ぶことができます。

ホール等施設　ホテル・旅館　旅行業　運輸業　PCO・人材派遣等サービス　展示・装飾・デザイン業　広告業　出版・印刷業　
照明・音響・映像サービス　新聞・雑誌・通信・放送　金融・保険業　料飲業　土産・記念品製造・販売業　食品製造・販売業　
百貨店・スーパーマーケット　各種企業　団体

各企業・団体の紹介ページで業務内容、連絡先、Webサイトなどの情報を提供しています。ぜひ当ビューロー賛助会員をご活用ください。

賛助会員紹介

具体的に相談したい

お問合せフォームに入力して送信してください。
後ほど担当者からご連絡いたします。

お問合せ

　2018年3月にリニューアルしたWebサイトは、会議主催者の皆様に役立てていただける関連情報が満載のページです。
ぜひご活用ください。

大会長
向田 哲規

（広島 HARTクリニック 院長・理事長）

「MICE Planner’s Guide」のご紹介
　当ビューローでは、MICE開催を予定している主催者のための「MICE Planner’s Guide」を作成していま
す。広島でのMICE開催をイメージしていただくため、広島の魅力と詳細な施設情報を1冊に凝縮したガイド
です。ぜひ一度ご覧ください。
　主な内容　　・Why Japan？Why Hiroshima？

・広島へのアクセス　・誘致・開催支援メニュー
・ユニークべニュー、県内のMICE施設、観光・グルメ情報
・広島市内のMICE施設・宿泊施設の情報

　「MICE Planner’s Guide」は当ビューローWebサイトからダウンロードいただけます。
　URL： https：//www.hiroshimacvb.jp/download/brochures/MICEPlannersGuide2020.pdf
　（トップページ→会議等主催者の皆さま→ダウンロード→パンフレット）
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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。

開催に関する支援メニュー誘致・立候補段階の支援メニュー
◆ 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
◆ お客様のためのおもてなしプログラム
　（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）の紹介および提供
◆ 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）

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：082-244-4853  E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
URL：https://www.hiroshimacvb.jp/

HIROSHIMA KANKOひろしま観光
コンベンション

119
HIROSHIMA KANKOひろしま観光

コンベンション

119

第23回日本IVF学会学術集会第23回日本IVF学会学術集会

開催日
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百貨店・スーパーマーケット　各種企業　団体

各企業・団体の紹介ページで業務内容、連絡先、Webサイトなどの情報を提供しています。ぜひ当ビューロー賛助会員をご活用ください。

賛助会員紹介

具体的に相談したい

お問合せフォームに入力して送信してください。
後ほど担当者からご連絡いたします。

お問合せ

　2018年3月にリニューアルしたWebサイトは、会議主催者の皆様に役立てていただける関連情報が満載のページです。
ぜひご活用ください。

大会長
向田 哲規

（広島 HARTクリニック 院長・理事長）

「MICE Planner’s Guide」のご紹介
　当ビューローでは、MICE開催を予定している主催者のための「MICE Planner’s Guide」を作成していま
す。広島でのMICE開催をイメージしていただくため、広島の魅力と詳細な施設情報を1冊に凝縮したガイド
です。ぜひ一度ご覧ください。
　主な内容　　・Why Japan？Why Hiroshima？

・広島へのアクセス　・誘致・開催支援メニュー
・ユニークべニュー、県内のMICE施設、観光・グルメ情報
・広島市内のMICE施設・宿泊施設の情報

　「MICE Planner’s Guide」は当ビューローWebサイトからダウンロードいただけます。
　URL： https：//www.hiroshimacvb.jp/download/brochures/MICEPlannersGuide2020.pdf
　（トップページ→会議等主催者の皆さま→ダウンロード→パンフレット）
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企画総務部、MICE推進部
〒730-0811 広島市中区中島町1-5 広島国際会議場3階
TEL 082-244-6156　FAX 082-244-6138
E-mail hcvb@hiroshima-navi.or.jp

魅力創造部
〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6階
TEL 082-554-1811～4　FAX 082-554-1815
E-mail kankou@hiroshima-navi.or.jp

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
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ひろしま はなのわ 2020
国内最大級の花と緑の祭典〈ひろしま はなのわ 2020〉は、メイン会場（旧広島市民球場跡地等）での集中展開期間は終了し
ましたが、県内一円で11月23日まで様々なイベントを開催中です。県内4つの協賛会場では、花や緑はもちろん、特設の花壇や
ブランコなどをお楽しみいただけます。広島県の季節の特産品や旅行券が当たるスタンプラリーも開催中です。この機会にぜ
ひ広島県内を巡ってみてください。

コンベンションカレンダー 2020年 ８月～ 10月
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

リーガロイヤルホテル広島、
メルパルク広島

グランドプリンスホテル広島

リーガロイヤルホテル広島、
広島県立総合体育館、
メルパルク広島

広島県医師会館

JMSアステールプラザ

広島コンベンションホール

8月11日～13日

9月2日～4日

10月1日～3日

10月3日

10月16日

10月31日・11月1日

4,500

50

4,500

300

1,100

790

20

100

500

0

0

10

10

20

10

1

1

3

第106回日本消化器病学会総会
※この会議は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
Web会議として開催されることになりました。

IEEE International Symposium on 
Radio-Frequency Integration Technology
（RFIT 2020）

第79回日本癌学会学術総会

第９回広島てんかん・脳波セミナー（HEES）

第57回全国港湾労働災害防止大会

第23回日本IVF学会学術集会

※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。
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■湾岸施設ライトアップ協力／広島県、広島市、廿日市市、江田島市、グランドプリンスホテル広島、三菱重工業㈱、広島ガス㈱、
　　　　　　　　　　　　　　広島マリーナホップ、㈱大進本店、マツダ㈱

2020.7.18［SAT ］ ～ 10.31［SAT ］

広島湾ナイトクルージング
2020 Hiroshima Bay2020 Hiroshima Bay

詳しくは〈ひろしま はなのわ 2020〉公式ホームページをご覧ください。 　https://hananowa2020.com/

※ナイトクルージングを構成するのは次の６航路です。
ア　瀬戸内海クルーズ 広 島 港 嚴島神社大鳥居沖 マリーナサーカス沖 広島ベイブリッジ　広 島 港
イ　上村汽船 広 島 港 切串（江田島） 広 島 港
ウ　似島汽船 広 島 港 似　　　島 広 島 港
エ　瀬戸内シーライン 広 島 港 三高（江田島） 広 島 港
　広島広域情報サイト「ひろたび」でもご紹介しています（https://www.hiroshima-navi.or.jp/event/2018/02/031704.html）

オ　リバーシークルーズ 元安橋桟橋 太田川遊覧 元安橋桟橋
カ　アクアネット広島 宮島3号桟橋 嚴島神社大鳥居沖 宮島3号桟橋

広大な敷地に、豊かな自然が息
づく国営の公園です。「中の広
場」で特設花壇が来園者をお迎
えします。自然を体験したり、大
型遊具など、一年を通して楽しめ
ます。

遊具、しょうぶ園、スポーツ施設
など多彩な魅力いっぱいの公
園。芝生広場には鵜の羽をモチー
フにした木製のブランコやたね
ダンゴで作る花壇やプランター
が会場を彩ります。

世羅高原の自然とふれあうこと
ができ、竹のトンネルや竹のドー
ム、ヒョウモンモドキをモチーフ
にした木製ブランコなどを楽し
めます。

緑豊かな自然に囲まれ大型遊具
が大人気の「冒険の広場」に出現
する花迷路は、大人も子どもも
夢中になること間違いありませ
ん。尾道帆布を使ったブランコを
楽しめます。

国営備北丘陵公園（庄原市） 県立みよし公園（三次市）

県立せら県民公園（世羅町） 県立びんご運動公園（尾道市）
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