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202１年も新型コロナウイルス感染症の与えた影響は大きく、「新しい生活様式」という言葉を生活の
中でよく耳にするようになりましたが、一日も早く以前のような生活が取り戻せることを祈るばかりです。

令和の大普請！福山城が築城４００周年を迎えます

この号の内容
1 福山城 令和の大普請
・築城 400 周年事業のお知らせ

現在改装工事が行われている福山城が、８月
２８日にリニューアルオープンします。
全国で唯一天守の外壁に鉄板が張られていた
福山城ですが、1945 年の空襲で焼失してしまい

2 観光トピックス
3

ました。
「令和の大普請」では、その鉄板張りを福山城
北側に再現する外観の復元的整備が行われています。鉄板張りの復元に加え、天守

コンベンション トピックス

の瓦の一部も修復が行われており、市民から寄附を募り、特典として「瓦に文字を
書く」プロジェクトが行われました。

4 ふくやまアラカルト
・写真コンテスト

また、外観のリニューアルに加え、福山の歴史を体感できる大型 3 面シアターを
備えた「フクヤマシアター」等、デジタル技術を活用し幅広い世代が福山城や福山
藩の歴史を学べる福山城博物館が開館予定になっています。
福山城築城４００年記念日には、福山城博物館リニューアルオープンをはじめ、

・フィルムコミッション
・ホームページ

コーナー新設

全国城下町シンポジウムや、天守北側鉄板張りセレモニー、福山城ライトアップ点
灯式等、築城４００周年を記念した催しが予定されており、来年１月のフィナーレ
イベントまで新作能【福山】の上演会や、チーム
ラボとのコラボレーション企画等が予定されてお
り、様々なイベントが築城４００周年事業を盛り
上げます。
１月からスタートアップイベントが始まってお
り、リニューアルオープンまでにも市内各地で PR
イベントが実施される予定です。
イベントを楽しみながら福山城のことや、福山
の歴史について学んでみませんか。

ばらのフレグランス発売中
「１００万本のばらのまち福山」を象徴するばらのフレグランスを販売
しております。オードパルファムをはじめ、ハンドクリーム、せっけんの
３種類の商品があります。
日常的に使いやすい、やさしく温かみのあるばらの香りで、水彩画風の
パッケージが目印です。
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観光 トピックス
「WEST EXPRESS 銀河」停車

旅行会社用 2022 年度着地型観光素材の造成

福山駅でおもてなし
２０２２年度の観光素材は、福山市内の新たな魅力

昨年に引き続き WEST

づくりの再発見とテーマ性やストーリー性のある素

EXPRESS 銀河（山陽

材内容を意識して、個人向け・団体向けに７素材を

コース）が 1 月 15 日～3

造成しました。

月 8 日まで、下関～大阪間

【通期】

で運行されました。

〇鞆の浦史跡巡りクーポン（個人向け）

今回、福山ならではのおも

〇鞆の浦食ミールクーポン（個人向け・団体向け）

てなしとして、琴演奏にて銀河オリジナル曲（作曲 慶野由

〇阿伏兎観音参拝クルーズ（団体向け）

利子）を披露しました。また、特定日（1/29、2/12、
3/5）には、WEST EXPRESS 銀河とネーミングも同じ、
銀河学院筝曲部・琴クラブの生徒さんに琴演奏の披露をし

〇對潮楼

ていただきました。また、特産品販売のコーナーでは、福

琴特別演奏（団体向け）

山物産協会さまの多大なご協力をいただき、海産物や地酒
にワイン、和菓子、お弁当、ばら商品など幅広い商品を取
り揃え、お客様含め JR 西日本様からも好評をいただき、

〇平家谷落人伝承の地

終了いたしました。

平家谷琵琶演奏

（団体向け）
〇神勝寺

地域文化資源の発信

含空院琵琶弾き語り鑑賞（団体向け）

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」参加者に深津時代行列披露

※新規素材

2021 年 10 月 10 日に
「TWILIGHT EXPRESS
〇足利将軍ゆかりの名刹

瑞風」参加者の福山駅乗

常国寺（団体向け）

降に合わせ、地域文化資

※新規素材

源の発信として、特別に

鞆幕府ゆかりの地を巡る歴史旅モニターを実施

深津時代行列を披露しま

大河ドラマ「麒麟がくる」の中でも登場した室町幕

した。今後、当協会として市内における各地域の伝統

府最後の将軍足利義昭にスポットを当て、2021 年 4

芸能など福山ならではのおもてなしメニューを企画

月 24 日（土）にモニターツアーを実施しました。

し、発信を行うことで、MICE の推進、世界バラ会議福

コロナ対策として、定員を 20 名としましたが、定員

山大会、新たな観光列車誘致を目指します。

いっぱいのご予約をいただき、盛況のうちに終了し
ました。

福山市立動物園 オンラインショップ開設

今回のモニターツアーでは、観光ではあまり知ら
れていない名刹「廣昌山

コロナ禍でも動物園の気分が味わえる、公式オンラ

常國寺」（熊野町）にて

インショップを開設しました。

ご住職の解説、義昭遺愛の寺宝の公開を行いまし

ショップに並ぶ商品は、動物園のシンボルのボルネ

た。今後については、このモニターツアーを契機に

オゾウふくちゃんをモチーフにしたクリアファイルや

常國寺などを新たな観光スポットとして団体ツアー

マスキングテープといった、

誘致に取り組んでまいります。

日常生活でも使い勝手の良い
グッズや、季刊誌「さえずり」
オンラインイベントの配信等、
遠方でご来園できない方にも、
お楽しみいただける商品を
販売しています。
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Fukuyama A la carte

ふくやま アラカルト

2021年度に開催された主なMICE

JCCB コンベンション・ビューロー部会（オンライン）
2022 年 1 月 13 日（木）、国内におけるコン
ベンションの振興を推進する日本コングレス・
コンベンション・ビューロー(JCCB)による部会
がオンラインで開催されました。全国から
53 の観光コンベンション協会やビューローが
参加、各団体の取組事項のプレゼンや意見交換
を行いました。
助成金制度の拡充や GBAC SATAR(施設を対

5月
6月
7月
8月

象とする感染症対策の認証プログラム)取得、
SDGs への取組などコロナ禍においても工夫を

た。今後も都市間で連携し、良い事例はどんど

ファイティンCUP2021

9月

10月

ん取り入れていきたいと思います。

11月

ユニークベニュ―とは個性豊かな（ユニーク）
会場（べニュー）を指す言葉。従来の会議施設で

450

西日本
全国

第46回部落解放・人権西日本夏期講座

オンライン

西日本

第58回西日本ボウリング選手権大会

200

西日本

オンライン

全国

2021西日本ジュニア体操競技選手権大会

1,500

西日本

第1回福山市長旗争奪中学硬式野球大会

650

西日本

第24回ゆららカップサッカー大会

1,200

西日本

30

中四国

第9回絆杯空手道選手権大会第6回武煌杯空手選手権大会

500

西日本

第37回読売書法展中国展

2,000

中国

中国六大学野球秋季リーグ戦

500

中国

第65回中国学生ボート選手権大会

500

中国

第４１回中四国学生剣道新人大会

500

中四国

廃棄物資源循環学会・環境学習施設研究部会視察研修会

40

全国

オンライン

中国

第19回日本通所ケア研究大会・第16回認知症ケア研修会in福山

500

全国

第１５回中国高等学校新人テニス大会

400

中国

2021 西日本女子フェスティバル U-21

520

西日本

2021年度パラクライミングジャパンシリーズ第1戦

50

全国

オンライン

全国

1,000

全国

第14回 全国看護管理・教育・地域ケアシステム学会 学術大会

第38回イーストワークショップ

はなく、社寺、文化施設、歴史的建造物を会場と
して開催するコンベンションが近年人気を呼んで
おり、誘致においても重要なポイントとなってい

第15回全日本学生剣道オープン大会

12月

ます。
市内でもユニークベニュ―として活用できる建
物が多くあり、今後の活用を促進していくため尾
道市、府中市を含めた 19 の施設をリストにまとめ
当協会ホームページに公開しました。ユニークベ
ニュ―をきっかけに誘致につなげられるよう取り

1月

第31回日本乳幼児教育学会

オンライン

全国

第34回中国地区中学生ソフトテニスインドア大会

288

中国

ビクトリー杯 福山ウィンターフェスティバル2021

1,500

全国

第10回鞆の浦ベテランオープンテニス大会

100

中国

第47回全日本高等学校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会中国地区予選会兼
第12回中国高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ新人大会

1,350

中国

第33回駅家西カップサッカー大会

2月

規模

オンライン

中国地区国立大学附属学校連盟・
中国地区国立大学付属学校PTA連合会総会

「ユニークベニュ—」という言葉をご存知ですか？

参加者数

第54回福山ばら祭2021

全国ガス労働組合連合会中四国地方連合会第１回青年担当者会議

凝らし事業を推進している他団体の取り組みを
知ることができ、とても貴重な場になりまし

大会名

開催月

1,000

中四国

日動水恊中四国ブロック動物園技術者研究会・研修会

オンライン

中四国

第44回福山大学薬学部卒後教育研修会

オンライン

全国

組んで参ります。

（2 月末時点）

第 31 回国際 MICE エキスポにオンライン出展
右記 QR コードよりご確認いただけます。是非ご覧ください。

国内最大級の MICE の商談会である「IME2022
Online」に出展致しました。当日は、「oVice（オヴ

誘致推進パンフレット 「MICE in 福山」

ィス）」というバーチャル空間にオンライン上のブー

コンベンション誘致活動を推進するため、福山

スを出展し、国内外 16 の旅行会社、会議運営会社、

の MICE の取り組みを市長のメッセージ入りで

主催者等と WEB 商談を行いました。

分かりやすくまとめたパンフレット

特に福山城のリニューアルオープンや神勝寺に興味

を作成しました。誘致は産学官民

を持たれる方が多く、「福山にこんな素材があるなん

の連携が不可欠。このパンフレット

て！」と驚きの声も多くあり

を活用し、MICE 推進の輪を広げて

ました。商談会でのご縁を大切に、

いきます。

誘致につなげられるよう情報発信と
関係強化に努めて参ります。
バーチャル商談会場の様子
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Fukuyama A la carte

ふくやま アラカルト
第４8 回ふくやま観光写真コンテスト

・応募作品総数

278 点 ・応募者数

93 名

今年のテーマは「福山の魅力みつけた！」。より福山の魅

・審査会 2021 年 12 月 9 日

力に特化したテーマを設定し、新たな福山の魅力を発掘、発

・テーマ 「福山の魅力みつけた！」

信できるコンテストとなるよう取り組みました。
応募者数は 2018 年以降では最多となる 93 名。7 歳から
80 代までさまざまな年齢層の方々がそれぞれに切り取った
写真はどれも魅力的で、地域の魅力発信における写真の重要
性を再認識しました。
また今年は、入賞作品の巡回展示場所を 5 カ所から 7 カ所
に増やし多くの方に作品を見ていただくことができ、有意義

銀賞「照紅葉」南 雄介

なコンテストになったと感じています。

金賞「福山城築城 400 年前祝い煙火」
金尾 吉展

今年は福山城築城 400 年で例年以上に撮影意欲が高まる年
です。写真をきっかけに「福山についてもっと知りたい」
「行ってみたい」と思っていただけるようなコンテストにな
るよう、運営手法も工夫しながら取り組んで参ります。
〈入賞作品

銅賞「鞆の夜明け」松尾 攻城

金賞・銀賞・銅賞・ばら賞 各 1 点・入選 20 点・観光写真賞 2 点〉

ばら賞「ばらの香に包まれて」
小林 正志

ふくやまフィルムコミッション

当協会の事務所が映画のロケ地になりました

幽霊とサラリーマンの奇妙な同居生活を描くハートフルで
ちょっぴり切ないラブストーリー漫画、『左様なら今晩は』。
その漫画が実写映画化されるにあたって、劇中に登場する
オフィスのシーンでは当協会の事務所を貸し出して、朝から
夜まで一日がかりでの撮影が行われました。
福山市が映画の撮影現場に選定ばれるのはとても誇らしく、感慨深いものがありますが、これからも多く
の映画やドラマ等の撮影地として福山市が選ばれ続けるよう邁進して参ります。

福山観光コンベンション協会ホームページ 【協会会員からのお知らせ】コーナー新設のお知らせ
当協会のホームページにおいて、観光やイベント、コンベンションに関わる新着情報をより広く宣伝する
ため、トップページに「新着情報」のコーナーを設け、タイムリーな情報発信に努めています。
この度「新着情報」の隣に「協会会員からのお知らせ」コーナーを新設し、会員の皆様からの情報を随時
掲載しています。新商品や新サービスのお知らせ、イベント情報等、当協会のホームページで PR したい内
容がございましたらお気軽にご相談ください。

入会と協賛のご案内
福山観光コンベンション協会は、多くの会員の皆様に支えられて成り立っている組織であり、一人で
も多くの皆様にご入会いただきたいと考えております。市内外や業種などに関わらず広く会員を募集し
ておりますので、お知り合いの方々に入会をお薦めくださいますようお願い申し上げます。
・年会費 法人 10,000 円以上
また、会員様におかれましては、コンベンション関連の受入充実を図るため、コンベンション事業に
積極的に協賛くださいますようお願い申し上げます。
・コンベンション事業協賛金（年会費）

宿泊に関わる事業者 40,000 円
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その他の事業者 20,000 円

