広島県広報課

新型コロナウイルス感染症の影響により中止または延期するイベント等（令和2年3月6日16:00現在）
部局

日時

イベント名

開催場所

土木建築局

2月28日(金曜日）～
3月31日（火曜日）

ダムカードの配布

県管理のダム管理事務所

土木建築局

3月1日（日曜日）～
5月31日（日曜日）

安芸灘大橋開通２０周年 安芸灘とびしま海道スタンプ
安芸灘とびしま海道の島々
ラリー

商工労働局

3月6日（金曜日）

単独企業説明会（熊平製作所）

農林水産局

3月6日（金曜日）

果樹の手入れ（春）

地域政策局

3月7日（土曜日）

健康福祉局

中止/延期 担当部署・問合せ先

イベント詳細URL

中止

土木建築局河川課
082-513-3936

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/damcar
d2.html

延期

広島県道路公社維持管理課
082-504-7533
道路企画課
082-513-3893

https://www.hprc.or.jp/

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課
(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0306osaka

ひろしま遊学の森 広島県緑化セ
ンター

中止

農林水産局森林保全課
082-513-3694

https://ryokkac.jp/info2/calendar/%e6%9e%9c%e6%a8%b9%e3%81%ae%e6%89%8b%e5%85
%a5%e3%82%8c%ef%bc%88%e6%98%a5%ef%bc%89%ef%bc%88%e8%87%aa%e7
%94%b1%e5%8f%82%e5%8a%a0%ef%bc%89/

令和元年度ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト最終 TIME SHARING 秋葉原
プレゼンテーション
（東京都）

延期

地域政策局 中山間地域振興課
082-513-2632

http://hirosatowave.com/

3月7日（土曜日）

臨床研修セミナー

ＴＫＰ広島駅前プレミアム

延期

健康福祉局薬務課
082-513-3223

商工労働局

3月7日（土曜日）～
3月8日（日曜日）

戦え！レッドハッカソン！！ひろしま２０２０

イノベーション・ハブ・ひろしま
Camps

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
（イノベーション環境整備G）
082-513-3353

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/innovationevent/esportshack2020.html

商工労働局

3月7日（土曜日）

外国人向け夜神楽公演

YMCA国際文化ホール

中止

商工労働局観光課
082-513-2423

http://www.hiroshima-kagura.com/

教育委員会

3月7日（土曜日）

第４回文化財講座

みよし風土記の丘ミュージアム
（県立歴史民俗資料館）

延期

県立歴史民俗資料館
0824-66-2881

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/rekimin/bunka
zaikoza.html

危機管理監

3月8日(日曜日)

防災教室「ひろしまＪプログラム」
トレーナースキルアップ研修会

広島県立総合体育館 地下１F 中
会議室

中止

公益財団法人ひろしまこども夢財団
082-212-1007
危機管理監減災対策推進担当
082-513-2781

商工労働局

3月8日（日曜日）

おもてなし外国語ガイド講習会（広島会場）

広島国際会議場（会議運営事務
室）

中止

商工労働局観光課（広島県国際観光テーマ地
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/omotenashi/
区推進協議会事務局）
082-513-3389

健康福祉局

3月9日(月曜日)

令和元年度介護サービス事業者集団指導研修

しまなみ交流館 ホール

中止

健康福祉局地域福祉課
082-513-3208

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/60/reiwaga
nnendosyuudansidou.html

商工労働局

3月9日(月曜日)

単独企業説明会（ローツェ）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課
(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0309osaka

健康福祉局

3月10日(火曜日)

令和元年度認知症地域支援推進員及び
認知症初期集中支援チーム員合同研修会

広島県庁本館6階 講堂

中止

健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課
082-513-3201

健康福祉局

3月10日（火曜日）

令和元年度就労継続支援Ａ型事業所収益力向上支援 県立総合体育館 地下1階大会議
事業成果報告会
室

中止

健康福祉局障害者支援課
082-513-3158

※現時点の状況をとりまとめて掲載しています。また、この一覧表は随時更新します。
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広島県広報課

新型コロナウイルス感染症の影響により中止または延期するイベント等（令和2年3月6日16:00現在）
部局

日時

イベント名

開催場所

商工労働局

3月10日（火曜日）

単独企業説明会（理研産業）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0310osaka

病院事業局

3月10日(火曜日)

がん医療従事者研修会

県立広島病院

中止

県立広島病院地域連携室
082-254-1818(代表）

http://www.hph.pref.hiroshima.jp/event/ganjujishain
dex.html

地域政策局

3/11（水曜日）～
3/13（金曜日）

広島の魅力発信プログラム

ひろしま国際プラザ、平和公園、お
りづるタワー、宮島など

中止

ひろしま国際センター
082-421-5900
地域政策局国際課
082-513-2359

健康福祉局

3月11日（水曜日）

広島県肝炎対策協議会

広島県庁北館第一会議室

延期

健康福祉局薬務課
082-513-3078

健康福祉局

3月11日(水曜日)

令和元年度介護サービス事業者集団指導研修

広島市西区文化センター ホール

中止

健康福祉局地域福祉課
082-513-3208

商工労働局

3月11日（水曜日）

ひろしまIT融合フォーラム特別講演会

サテライトキャンパス広島

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
(地域産業デジタル化推進G)
082-513-3348

農林水産局

3月11日（水曜日）

コケの観察会

ひろしま遊学の森 広島県緑化セ
ンター

中止

農林水産局森林保全課
082-513-3694

https://ryokkac.jp/info2/calendar/%e3%82%b3%e3%82%b1%e3%81%ae%e8%a6%b3%e5%af
%9f%e4%bc%9a%ef%bc%88%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%8f%82%e5%8a%a0%ef%
bc%89-3/

https://www.int-studentshiroshima.jp/info/students/detail.php?UID=199

中止/延期 担当部署・問合せ先

イベント詳細URL

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/60/reiwaga
nnendosyuudansidou.html

地域政策局

3月12日（木曜日）

留学生合同企業説明会

広島市留学生会館

延期

広島県留学生活躍支援センター
082-541-3777
地域政策局国際課
082-513-2359

健康福祉局

3月12日(木曜日)

令和元年度広島県医療安全研修会

広島県医師会館

中止

健康福祉局医務課
082-513-3056

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/iryouan
zenkensyu-01.html

商工労働局

3月12日(木曜日)

単独企業説明会（しまなみ信用金庫）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0312osaka

危機管理監

3月13日(金曜日)

防災教室『ふれあいサロン防災プログラム』トレーナー 広島市総合福祉センター５階大会
養成講座
議室１・２

中止

危機管理監減災対策推進担当
082-513-2781

https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/event/detail/?
uid=03112052564525100123

地域政策局

3月13日（金曜日）

移住のいろは「継業編」

東京交通会館４階 ふるさと回帰支
援センターセミナールーム
（東京都）

延期

地域政策局地域力創造課
082-513-2581

https://www.hiroshimahirobiro.jp/event/details/001720/

健康福祉局

3月13日(金曜日)

令和元年度介護サービス事業者集団指導研修

新日本造機ホール（呉市役所庁舎
１階）

中止

健康福祉局地域福祉課
082-513-3208

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/60/reiwaga
nnendosyuudansidou.html

商工労働局

3月13日(金曜日)

単独企業説明会（マツダＥ＆Ｔ）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0313osaka

※現時点の状況をとりまとめて掲載しています。また、この一覧表は随時更新します。
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広島県広報課

新型コロナウイルス感染症の影響により中止または延期するイベント等（令和2年3月6日16:00現在）
部局

日時

イベント名

開催場所

商工労働局

3月13日（金曜日）

広島県ＢＣＰ策定等支援事業 ＢＣＰ検証机上演習

ＲＣＣ文化センター（広島市中区）

延期

商工労働局イノベーション推進チーム
（中小・ベンチャー企業支援グループ）
082-513-3355

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/bcp.htm
l

地域政策局

3月14日（土曜日）

HIROBIRO.ひろしま 憧れの尾道ライフ入門

東京交通会館６階 good office有
楽町（東京都）

延期

地域政策局地域力創造課
082-513-2581

https://www.hiroshimahirobiro.jp/event/details/001719/

健康福祉局

3月14日(土曜日)

春の福祉就職総合フェア

県立産業会館

中止

健康福祉局医療介護人材課
082-256-4848

健康福祉局

3月14日(土曜日)

広島がん高精度放射線治療センター
県民公開セミナー

広島県医師会館

中止

健康福祉局がん対策課
082-513-3063

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kouseido/semi
nar20200314.html

商工労働局

3月14日(土曜日)

創業フェスティバル「オープニングイベント」

イノベーション・ハブひろしま
Camps

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
(創業環境整備G)
082-513-3357

https://hiroshima-starters.com/

教育委員会

3月14日（土曜日）

早春の展示開催記念講演会4 考古学講座第５回

ふくやま草戸千軒ミュージアム
（県立歴史博物館）

延期

県立歴史博物館
084-931-2513

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/rekishih/

健康福祉局

3月15日(日曜日)

広島県動物愛護センター 日曜開館

広島県動物愛護センター

中止

動物愛護センター
0848-86-6511

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/apc/

商工労働局

3月15日(日曜日)

創業フェスティバル「起業家トークイベント」

ONOMICHI SHARE

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
(創業環境整備G)
082-513-3357

https://hiroshima-starters.com/

商工労働局

3月15日(日曜日)

東京等で広島県へのUIJターン転職相談会

ひろしまブランドショップTAU３階
Meri Principessa内イベントスペー
ス（東京都）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/uisouda
n.html

健康福祉局

3月16日(月曜日)

令和元年度介護サービス事業者集団指導研修

三次市民ホールきりり ホール

中止

健康福祉局地域福祉課
082-513-3208

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/60/reiwaga
nnendosyuudansidou.html

商工労働局

3月16日（月曜日）

単独企業説明会（ダイキョーニシカワ）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0316osaka

商工労働局

3月16日（月曜日）

単独企業説明会(新日本建設）

広島県東京事務所
（東京都）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0316tokyo

商工労働局

3月17日(火曜日)

創業フェスティバル「起業家トークイベント」

東広島イノベーションラボミライノ＋

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
(創業環境整備G)
082-513-3357

https://hiroshima-starters.com/

商工労働局

3月17日（火曜日）

ＷｉＤＳ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

広島国際会議場「ダリア」

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
082-513-3353

https://wids.hiroshima.jp/

商工労働局

3月17日（火曜日）

単独企業説明会（ダイキョーニシカワ）

広島県東京事務所
（東京都）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0317tokyo

※現時点の状況をとりまとめて掲載しています。また、この一覧表は随時更新します。

中止/延期 担当部署・問合せ先
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イベント詳細URL

追加

広島県広報課

新型コロナウイルス感染症の影響により中止または延期するイベント等（令和2年3月6日16:00現在）
部局

日時

イベント名

開催場所

商工労働局

3月17日(火曜日)

単独企業説明会（しまなみ信用金庫）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0317osaka

総務局

3月18日(水曜日)

地方分権シンポジウム

広島県民文化センター

中止

総務局経営企画チーム
082-513-2411

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/230/bunke
nsymposium.html

商工労働局

3月18日(水曜日)

創業フェスティバル「起業家トークイベント」

ふなまちベイホール

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
(創業環境整備G)
082-513-3357

https://hiroshima-starters.com/

商工労働局

3月18日(水曜日)

単独企業説明会（なかやま牧場）

広島県東京事務所
（東京都）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0318tokyo

商工労働局

3月18日(水曜日)

単独企業説明会（なかやま牧場）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課
(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0318osaka

病院事業局

3月18日(水曜日)

がんサロン

県立広島病院

中止

県立広島病院地域連携室
082-254-1818(代表）

http://www.hph.pref.hiroshima.jp/cancer/cancergansalon.html

商工労働局

3月19日(木曜日)

単独企業説明会（ヤスハラケミカル）

広島県東京事務所
（東京都）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0319tokyo

商工労働局

3月20日(祝・金曜日) 創業フェスティバル「フィナーレ(大交流会)」

イノベーション・ハブひろしま
Camps

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
(創業環境整備G)
082-513-3357

https://hiroshima-starters.com/

環境県民局

3月22日（日曜日）～
縮景園桜のライトアップ
4月4日（土曜日）

縮景園

中止

縮景園
082-221-3620

http://shukkeien.jp/

商工労働局

3月22日（日曜日）

eスポーツ大会

イノベーション・ハブ・ひろしま
Camps

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
（イノベーション環境整備G）
082-513-3353

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/innovationevent/esportshack2020.html

健康福祉局

３月23日（月曜日）

令和元年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 福山市まなびの館ローズコム
研修
大会議室

中止

健康福祉局障害者支援課
082-513-3158

商工労働局

3月24日（火曜）

単独企業説明会（サンキ）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

選挙管理委員会
事務局

3月24日（火曜日）

第3回実践員研究会・白ばらグループ研究会

広島経済大学立町キャンパス
142号室

中止

選挙管理委員会事務局
082-513-2605

健康福祉局

3月25日（水曜日）

令和元年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 広島市東区民文化センター
研修
大ホール

中止

健康福祉局障害者支援課
082-513-3158

商工労働局

3月25日（水曜日）

単独企業説明会（新日本建設）

広島県大阪情報センター
（大阪府）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

土木建築局

3月25日（水曜日）

伊東豊雄氏×乾久美子氏×太田浩史氏トークイベント

ひろしまブランドショップTAU
（東京都）

中止

土木建築局営繕課
082-513-2311

※現時点の状況をとりまとめて掲載しています。また、この一覧表は随時更新します。

中止/延期 担当部署・問合せ先

4

イベント詳細URL

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0324osaka

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0325osaka

追加

広島県広報課

新型コロナウイルス感染症の影響により中止または延期するイベント等（令和2年3月6日16:00現在）
部局

日時

イベント名

健康福祉局

3月26日（木曜日）

令和元年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 広島県三次庁舎第三庁舎
研修
601会議室

中止

健康福祉局障害者支援課
082-513-3158

地域政策局

3月28日（土曜日）

ココロザシ・カフェ全体交流会
「サトヤマサミット」

CLiP HIROSHIMA

中止

地域政策局 中山間地域振興課
082-513-2632

https://hirosatoaward.jp/

環境県民局

3月29日（日曜日）

縮景園桃見茶会

縮景園

中止

縮景園
082-221-3620

http://shukkeien.jp/

開催場所

中止/延期 担当部署・問合せ先

イベント詳細URL

【期日経過分】
健康福祉局

2月28日(金曜日)

令和元年度キャラバン・メイト養成研修

広島県庁本館6階 講堂

延期

健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課
082-513-3201

商工労働局

2月28日（金曜日）

単独企業説明会（マイクロテクノ）

広島県東京事務所
（東京都）

中止

商工労働局雇用労働政策課(雇用促進G)
082-513-3422

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimauij/001-08.html#0228tokyo

土木建築局

2月29日（土曜日）

建築家 乾久美子 トークイベント・建物見学ツアー

宮島口旅客ターミナル

中止

土木建築局営繕課
082-513-2311

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/miryoku/tatem
onokengaku-miyajimaterminal.html

商工労働局

2月29日（土曜日）

ひろ自連プログラミング体験イベント
「ぶつからないロボットカーをつくろう！」

イノベーション・ハブ・ひろしま
Camps

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
（ものづくり・新産業支援担当）
082-513-3362

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/73/r1hirojiren2program.html

商工労働局

2月29日（土曜日）

おもてなし外国語ガイド講習会（広島会場）

広島県庁本館３，４，５階会議室

中止

商工労働局観光課（広島県国際観光テーマ地
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/omotenashi/
区推進協議会事務局）
082-513-3389

商工労働局

2月29日（土曜日）

外国人向け夜神楽公演

広島県立美術館 地下１階講堂

中止

商工労働局観光課
082-513-2423

http://www.hiroshima-kagura.com/

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/center/center
-model-syokuinkensyuujiseenkouryukaiitijiannnai.html

教育委員会

2月29日(土曜日)

令和元年度広島県生涯学習研究実践交流会

広島県情報プラザ

中止

県立生涯学習センター
082-248-8848
教育委員会事務局教育部生涯学習課
082-513-5012

教育委員会

2月29日(土曜日)

早春の展示開催記念講演会３ 考古学講座第４回

ふくやま草戸千軒ミュージアム
（県立歴史博物館）

延期

県立歴史博物館
084-931-2513

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/rekishih/

教育委員会

2月29日（土曜日）

頼山陽史跡資料館 展示解説会

頼山陽史跡資料館

中止

頼山陽史跡資料館
082-298-5051

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/raisanyou/

健康福祉局

3月1日(日曜日)

カウンセリング公開講座in広島

エソール広島

延期

健康福祉局子育て・少子化対策課
082-513-3175

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/248/kauns
eringu.html

健康福祉局

3月1日(日曜日)

ワンちゃん出張譲渡会

三次CCプラザ

中止

健康福祉局食品生活衛生課
082-513-3103

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/joutokai
.html

商工労働局

3月1日（日曜日）

おもてなし外国語ガイド講習会（福山会場）

福山市鞆公民館

中止

商工労働局観光課（広島県国際観光テーマ地
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/omotenashi/
区推進協議会事務局）
082-513-3389

県立広島病院総務課
病院事業局

3月1日(日曜日)

「耳の日」記念講演会

広島県医師会館

中止

主催：日本耳鼻咽喉科学会広島県地方部会広島県耳鼻咽 http://www.hph.pref.hiroshima.jp/event/pdf/mimino
喉科医会(事務局：広島大学病院）
hi.pdf

082-257-5252
※現時点の状況をとりまとめて掲載しています。また、この一覧表は随時更新します。
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広島県広報課

新型コロナウイルス感染症の影響により中止または延期するイベント等（令和2年3月6日16:00現在）
部局

日時

イベント名

開催場所

教育委員会

3月1日（日曜日）

早春の演奏会

みよし風土記の丘ミュージアム
（県立歴史民俗資料館）

中止

県立歴史民俗資料館
0824-66-2881

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/rekimin/

教育委員会

3月1日（日曜日）

ひな祭り茶会

頼山陽史跡資料館

中止

頼山陽史跡資料館
082-298-5051

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/raisanyou/

農林水産局

3月2日（月曜日）

「儲かる農業を実現する」農業ＩＣＴ活用事例セミナー

サテライトキャンパスひろしま 501
（広島県民文化センター5階）

中止

農林水産局農業技術課
082-513-3559

https://seminar.jmac.co.jp/SeminarDetails?id=a0H7
F00000eWjynUAC&kind=1

総務局

3月3日(火曜日)

令和元年度第2回広島県AI・IoT・ロボティクス活用研究 ひろしま産学共同研究拠点
会
３階研究交流室

中止

広島県立総合技術研究所
西部工業技術センター
082-420-0537

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/rtkenkyukai2019-2.html

健康福祉局

3月3日(火曜日)

工賃向上スキルアップ研修

県社会福祉会館

中止

健康福祉局障害者支援課
082-513-3155

環境県民局

3月4日（水曜日）

家事分担促進セミナー

エソール広島

中止

環境県民局人権男女共同参画課
082-513-2746

商工労働局

3月4日(水曜日)

おとなの創業女子部 創業相談＆ワークショップ「まな
ビュッフェ」

イオンモール広島府中3階

中止

商工労働局イノベーション推進チーム
(創業環境整備G)
082-513-3357

商工労働局

3月4日(水曜日)

首都圏在住ビジネスパーソンとの交流会

ひろしまブランドショップTAU３階
Meri Principessa内イベントスペー
ス（東京都）

中止

商工労働局産業人材課
(プロフェッショナル人材戦略拠点)
082-513-3428

健康福祉局

3月5日(木曜日)

地対協「医薬品適正使用に関する講演会」

広島県医師会館

中止

健康福祉局薬務課
082-513-3222

商工労働局

3月5日(木曜日)

獣神サンダー・ライガーさん スペシャルトークショー in
ＴＡＵ

ひろしまブランドショップＴＡＵ
（東京都）

中止

商工労働局ひろしまブランド推進課
082-513-3441

※現時点の状況をとりまとめて掲載しています。また、この一覧表は随時更新します。

中止/延期 担当部署・問合せ先

6

イベント詳細URL

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/-.html

https://www.tau-hiroshima.jp/

