
■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㈱、

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、変更になる場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　広島マリーナホップ、㈱リーベリア、マツダ㈱

※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/2021/04/031704.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
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広島フィルム・コミッションロケ支援映画 公開のお知らせ
　2021年夏に公開予定の広島フィルム・コミッション撮影支援映画をご紹介します。ぜひご覧ください。ま
た、昨年の「朝が来る」（監督：河瀨直美）に続き、「ドライブ・マイ・カー」がカンヌ国際映画祭コンペティション
部門に選出され、広島フィルム・コミッション誘致・支援作品のカンヌ選出は２年連続となり、広島発の映画の
世界への広がりに期待が膨らみます。なお、劇場情報など詳細は各作品の公式HPでご確認ください。

『８時15分 ヒロシマ 父から娘へ』	（J.R.ヘッフェルフィンガー監督）　８月６日（金）　全国公開予定
　父の凄絶な被爆体験をつづった美甘章子さんのノンフィクション「8時15分　ヒロシマ
で生きぬいて許す心」の映画化で、地獄のような状況にあっても生きることを諦めなかっ
た父の思いと、父から娘へ受け継がれた平和へのメッセージが描かれています。昨年の広
島上映において「娘は16歳と19歳です。今までで1番印象に残る映画で再度原爆につい
て勉強したいと言っています。」などの大反響を受け、今夏、全国公開（東京7月31日～、広
島８月６日～）が決定しました。邦題も『８時15分 ヒロシマ 父から娘へ』と改められまし
た。―（https://815hiroshima-movie.com/）

『太陽の子』	 （黒くろ崎さき	 博ひろし監督）　８月６日（金）　全国公開予定
　太平洋戦争末期に存在した「F研究」と呼ばれる新型爆弾開発。この事実を基に、時代
に翻弄されながら全力で駆け抜けた若者たちを柳楽優弥さん、有村架純さん、三浦春馬さ
んらが演じます。昨年8月15日にNHK総合で放送された特集ドラマ版とは異なる視点と
結末が描かれています。―（https://taiyounoko-movie.jp/）

『孤狼の血 LEVEL2』	（白しら石いし	和かず彌や 	監督）　８月２０日（金）　全国公開予定
　柚月裕子さんのベストセラー同名小説を原作にした大ヒット映画『孤狼の血』(白石和
彌監督)の続編となる本作品は、前作から３年後が舞台。伝説の刑事・大上(役所広司さん)
の遺志を受け継いだ若き刑事・日岡の“その後”の姿が、原作にはない“完全オリジナルス
トーリー”で描かれています。前作の優等生刑事のイメージから一転、裏社会相手でも一
歩も引かないワイルドな刑事へとレベルアップした松坂桃李さん演じる日岡にご期待くだ
さい。―（https://www.korou.jp/）

『ドライブ・マイ・カー』	 （濱はま口ぐち	 竜りゅう介すけ監督）　８月２０日（金）　全国公開予定
　村上春樹さんの短編小説「ドライブ・マイ・カー」の映画化で、妻を亡くした男の喪失と
再生を描いた物語です。広島の演劇祭で演出を任されることになった西島秀俊さん演じ
る演出家。妻の突然の死に喪失感と妻の残した秘密に苛まれていましたが、広島で三浦
透子さん演じる専属ドライバーと過ごすうち、これまで目を背けていたあることに気付いて
いきます。西島秀俊さんや、三浦透子さんが運転する真っ赤なサーブ900が、広島の街を
走り抜けていきます。―（https://dmc.bitters.co.jp/）©2021「ドライブ・ 

マイ・カー」製作委員会

©2021「孤狼の血 LEVEL2」製作委員会

©ELEVEN ARTS studios/2021
「太陽の子」フィルムパートナーズ

©815 Documentary, LLC
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「ピースメッセージとうろう流し」を開催します

コロナ禍における新たな MICE 開催支援について

「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？

　原爆・戦災・一般死没者の霊を慰めるとともに、広く世界へ平和のメッセージを発信し、恒久平和を祈願す
るため、「ピースメッセージとうろう流し」を開催します。

期日：令和３年８月６日（金）
場所：元安川親水テラス（原爆ドーム対岸）
主催：とうろう流し実行委員会、広島祭委員会、中国新聞社

　広島祭委員会では、環境保護の観点からとうろうの回収作業を
実施しています。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が変更にな
る場合があります。

　当ビューローでは、会議開催をご検討されている主催者の方への新たな支援として、４月よりタブレット型
検温装置の無料貸出（2台）及びMICEロゴマーク入りの不織布マスクの無償提供（上限枚数：１会議につき
1,000枚）を開始しております。対象となるのは中国地区以上の
会議または大会です。ご利用いただくことで、皆さまの安全・安心
に向けた取り組みの一助になれば幸いです。
　詳しくはMICE推進部にお問い
合わせください。

　「ひろたびプランナー」では、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“マイプラン”を簡単に作ることができます。
オリジナルのモデルコースをベースに、お気に入りに登録したスポットを
追加して、自分だけのコースにカスタマイズすることもできます！
　もし具体的な行先が決まっていないのであれば、「ＡＩコンシェル
ジュ」の機能が便利です！気分やテイスト、時間や出発地点など様々
なオプションを選択することで、それに合わせた最適なコースをＡＩ（人工知能）がご提案します。
あなたの知っている場所はもちろん、まだ知らなかった場所もきっとおススメしてくれるはずです。
　あなたも遊び心満載の「ひろたびプランナー」で、オリジナルの旅を作ってみませんか？

タブレット型検温装置ロゴマーク入り不織布マスク
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未来の観光に繋げる SNS 企画に参加しませんか？

こんにちは！広島観光親善大使です

　当ビューローでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で広島に来ていただくことが困難な状況
下でも、近い将来、再び多くの方々をお迎えできるよう、前を向いて頑張っておられる地元の観光事業者さん
の姿をSNSで国内外に発信しています。「We're looking forward to seeing you!」～会える日を楽しみにし
ています～など熱い思いを込めたメッセージボードを掲げる事業者さんの写真とともに、本文では広島のアク
ティビティや施設を紹介しており、閲覧された方々からは、「次に広島を訪れた際には是非立ち寄りたい！」など
未来の観光を心待ちにする声が寄せられています。

　〇Facebook(https://www.facebook.com/hiroshimatravel)
　〇Instagram(https://www.instagram.com/hiroshimadays_hcvb/)
　掲載をご希望の方は、お気軽に受入態勢整備担当(inbound@hiroshima-navi.or.jp)までご連絡ください。

（掲載に係る費用は無料です。）

　昨年11月17日に就任した2020広島観光親善大使の行近 彩奈さん、中上 匠さん、樺山 夏帆さんは、市内外
の行事への参加を通じて広島の魅力を全国にPRしています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
で中止になるイベントが多い一方で、ソーシャルディスタンスの確保や、マスクの着用など感染防止対策を講じ
た上で参加する活動や、リモートでの出演によるPRなど「新たな生活様式」に対応した活動も増えてきました。

　行近さん、中上さん、樺山さんの活動の様子は、ブログ「こんにちは！広島観光親善大使です。」で紹介して
います。皆様からの「いいね！」で応援してください。
　当ビューローでは、観光振興事業及び観光に関連するイベント等に、広島観光親善大使を派遣しています。
詳しくは魅力創造部（TEL 082-554-1811）にお問い合わせください。

行
ゆき
近
ちか
　彩
あや
奈
な
	さん

「ひろしまフラワーフェスティバル」
を応援するメッセージ動画を配信し、
イベントの雰囲気を盛り上げ、多くの
方に楽しんでいただきました。

中
なか
上
じょう
　匠
たくみ
	さん

「ひろしまフラワーフェスティバル」
のステージで、出演者同士の距離を
保ちつつ、広島の観光ＰＲを行いまし
た。

樺
かば
山
やま
　夏
なつ
帆
ほ
	さん

他県のテレビ番組にリモート出演し、
広島の人気鉄板焼きグルメであるお好
み焼や広島牛のステーキ、ウニほうれ
んを紹介しました。
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　本集会は毎年、保育者、保護者、研究者、行政職
員、学生など乳幼児の保育や子育てに関わる約 
1万人が集い、保育実践や研究成果を発表し討議
し、よりよい保育と子育ての実現に寄与しています。
　今回のテーマは「子どものいのちと育ちと平
和のためにみんなでチャレンジ！」。記念講演、
保育・子育て講座やシンポジウム、各園の保育
実践分科会、広島発！開催地企画を予定してい
ます。皆様のご参加とご協力を心よりお待ち申
し上げます。

　本学会は、発達障害や知的障害などにより、
生きにくさを感じている対象者に、主にコグトレ

（認知トレーニング）によって日常生活の円滑な
遂行の促進を図る研究を行う目的で発足した
新しい学会です。会員は教育、医療、福祉、矯正
等の様々な分野で構成されています。学会の
テーマは、「コグトレのポテンシャル」です。児童
精神科医師の講演を始め多分野からの演題を
予定しています。本学会は新型コロナ感染症対
策のため、ハイブリッド形式で開催します。

　本学会は、保健医療福祉・教育・行政など、
在宅ケアに関連する研究者と実践者の会員で
平成８年に設立されました。今回は「地域社会
が協働で織りなすコミュニティケア」をテーマと
して、「コミュニティ」と「ケア」の原点に立ち返り、
共に生きる社会の地域づくりと在宅ケアの人材
や組織育成を推進する討論を行います。コロナ
禍にあり、現地参加を申し込まれました方の入
場とWEBでのハイブリッド形式により開催いた
します。

開催地実行委員長
村上	真理

（広島大学大学院
医系科学研究科 助教）

大会長
宮口	英樹

（広島大学大学院医系科学研究科
作業行動探索科学　教授）

会長
中谷	久恵

（広島大学大学院医系科学研究科
地域保健看護開発学 教授）

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

 

  

※6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。

第53回全国保育団体合同研究集会

第1回日本COG－TR学会学術集会

第26回日本在宅ケア学会学術集会

開催日 2021年７月31日（土）・８月１日（日）
８月10日（火）～31日（火）	オンデマンド配信

開催日 2021年８月22日（日）

開催日 2021年８月28日（土）・29日（日）

会　場 広島県立総合体育館グリーンアリーナ＆
Live配信（ハイブリッド開催）

会　場 広島県民文化センター	（ハイブリッド開催）

会　場 広島国際会議場（ハイブリッド開催）

学会事務局　広島コグトレ研究会
〒734-8551	広島市南区霞1-2-3　広島大学大学院
医系科学研究科　作業行動探索科学研究室内
E-mail：cogtra1hiroshima@gmail.com

第26回日本在宅ケア学会学術集会事務局
株式会社JTB広島支店内
〒730-0031	広島市中区紙屋町2-2-2
TEL：082-236-3733
FAX：082-240-6030

問合せ先

問合せ先

問合せ先

第53回全国保育団体合同研究集会実行委員会事務局
〒730-0051	広島市中区大手町５丁目16-18　広島保育センター内
TEL：082-247-1865
FAX：082-247-1870
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　本大会は、アジア地域において交通諸問題
に関わる研究者と交通課題の解決に取り組む
実務者の約700名が一同に会するアジアで最
大の交通分野の国際会議です。会議中には現
場見学会も予定しており、交通工学の普及及び
市民への知的還元の機会も設けています。新
型コロナ感染症の感染拡大を受けて、本会議で
も現地対面会議とオンライン会議を組み合わ
せた併用形式を採り、万全な感染リスク対策を
とって開催する予定です。

　 日本口 腔インプラント学 会は会員 数 約
16,000名の歯科における国内最大の学会で
す。本学術大会では「インプラント治療これま
での50年これからの50年ーインプラントで支
える未来の健康ー」をテーマとして、口腔インプ
ラントに関する医療従事者、研究者および関連
企業が一堂に会して、最新の研究成果の発表や
講演を行います。10月24日（日）には市民公開
講座を開催し、インプラント治療に関する正確
な情報や知見をご紹介する予定です。

　本学会は、血液透析濾過（HDF）の発展およ
び普及を目的とし、技術的、学術的な確立と向
上を目指し討論する会です。HDFは透析医療
の進歩を牽引していくものであり、わが国のみ
ならず世界へ発信していかなければなりませ
ん。第27回大会となる今回は、コロナ禍や災害
続きの現状を踏まえ、テーマを「災害からの復
興を目指して」としました。当日はディスカッショ
ンを深め、有意義な学会にしたいと考えており
ます。

大会実行委員長
藤原	章正

（広島大学大学院
先進理工系科学研究科 教授）

大会長
津賀	一弘

（広島大学大学院　医系科学研究科
先端歯科補綴学研究室　教授）

大会長
正木	崇生

(広島大学病院 腎臓内科 教授)

第14回アジア交通学会国際会議

第51回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会

第27回日本血液透析濾過医学会学術集会・総会

開催日 2021年9月12日（日）～15日（水）

開催日 2021年10月22日（金）～24日（日）

開催日 2021年10月23日（土）・24日（日）

会　場 広島大学未来創生センター（東千田キャン
パス）ほか（ハイブリッド開催）

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

会　場 広島コンベンションホール

第14回アジア交通学会国際会議	（2021年広島大会）
実行委員会事務局	広島大学大学院先進理工系科学研究科内
〒739-8529	東広島市鏡山1-5-1
TEL/FAX：082-424-4814（※受付時間：平日9:30～17:00）
E-mail：asmo@hiroshima-u.ac.jp

第51回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会運営
事務局　株式会社近畿日本ツーリスト中国四国広島支店内
〒730-0032	広島県広島市中区立町1-24
TEL：082-502-0909　FAX：082-221-7039
E-mail：jsoi51th@or.kntcs.co.jp
https://www.kntcs.co.jp/ec/2021/jsoi/

第27回日本HDF医学会学術集会・総会運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
〒732-8575	広島市東区二葉の里3-5-4	広テレビル
TEL：082-236-8021　FAX：082-567-2301
E-mail：27hdf@c-linkage.co.jp

問合せ先

問合せ先

問合せ先

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30％～50％割引キャンペーン実施中！！
期間：2021年9月30日（木）まで（2階～3階対象外）
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　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76回日本大腸肛門病学会学術集会

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

おかげさまで30周年

　広島観光コンベンションビューローは、4月に設立30周年
を迎えました。日頃から賛助会員の皆さまをはじめ、関係機
関・団体、企業の方々のご支援、ご協力をいただき、心より感
謝申し上げます。これからも、「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。」

コンベンション誘致・開催をご検討の皆さま、誘致助成金以外にも様々なご支援を提供しております。―まずは当ビューローへご相談を！

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）

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/

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
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コンベンションカレンダー 2021年８月～11月
名　称 会　　場 会　　期 国内参加

者数（人）
海外参加
者数（人）

★ 第53回全国保育団体合同研究集会 広島県立総合体育館 7月31日・8月1日 1,000 ―

★ 第１回日本COG-TR学会学術集会 広島県民文化センター 8月22日 200 ―

★ 第26回日本在宅ケア学会学術集会 広島国際会議場 8月28日・29日 100 ―

★ 第46回教育システム情報学会全国大会 西区民文化センター 9月1日～ 3日 350 ―

2021年度QCサークル全国大会
(小集団改善活動)広島大会 広島国際会議場 9月9日・10日 800 ―

★ 第14回アジア交通学会国際会議 広島大学未来創生センター
（東千田キャンパス）ほか 9月12日～ 15日 300 ―

第37回有機合成化学セミナー グランドプリンスホテル広島 9月15日～ 17日 70 ―

★ 日本鉱物科学会 2021年年会・総会 広島大学東広島キャンパス 9月16日～ 18日 300 ―

第51回公益社団法人日本口腔インプラント学会
学術大会

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

10月22日～ 24日 3,700 ―

第27回日本血液透析濾過医学会学術集会・総会 広島コンベンションホール 10月23日・24日 500 ―

第68回中国地区小学校長教育研究大会広島大会 呉市文化ホールほか 11月12日 800 ―

★ 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 2,995 5

★ 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 2,000 ―

★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。

　当ビューロー企画総務部及びMICE推進部の事務所を、現在の広島国際会
議場から、広島商工会議所ビルに移転し、魅力創造部の事務所と一体となり
ます。
　これを機に、より一層関係機関との連携強化を図り業務に邁進してまいりま
すので、今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
　なお、事務所移転に伴い企画総務部及びMICE推進部の電話番号等が以下
のとおり変更になります。
　業務開始日：８月２日（月）（７月30日（金）まで旧事務所で業務を行います。）
　新　住　所：〒730-0011 広島市中区基町５番44号
　　　　　　 広島商工会議所ビル６階
　新電話番号：企画 総務部 082-554-1861
　　　　　　 MICE推進部 082-554-1862
　F A X 番 号：各 部 共 通 082-554-1815
※魅力創造部の電話番号等は変更ありません。

事務所移転のお知らせ

旧広島
市民球場

平和記念公園

平和記念資料館広島国際
会議場

広島商工会議所ビル

元安川

本
川

本川橋

相生橋

本通り

紙屋町
交差点

原爆ドーム前
原爆
ドーム
原爆
ドーム

原爆の
子の像
原爆の
子の像

袋町

広島バス
センター
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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


