
NEWS  RELEASE     

  

 

 

令和 3 年 10 月 21 日 

 

 

10 月 27 日（水）・東広島キャンパス 

学長定例記者会見及び広島大学フェニックス国際センター 

MIRAI CREA（ミライ クリエ）開館記念行事のご案内 
 

 

かねてより東広島キャンパスに建設中の国際交流拠点施設「広島大学フェニックス

国際センター ＭＩＲＡＩ ＣＲＥＡ（ミライ クリエ）」が開館の運びとなりました。  

 つきましては、下記のとおり開館記念式典及び開館記念シンポジウムを開催します。 

 また、同会場で併せて学長定例記者会見も開催しますので、ご案内いたします。 

 

記 

開館記念式典  

 

日時：令和 3 年 10 月 27 日（水）10 時 30 分～11 時 30 分 

場所：広島大学フェニックス国際センターMIRAI CREA（ミライ クリエ） 

 出席者： 

  広島大学 学長  越智 光夫 

  前衆議院議員  新谷 正義 

広島県  副知事 山田  仁 

東広島市 市長  髙垣 廣德 

東広島市議会 議長 石原 賢治 

東広島商工会議所会頭 木原 和由 

広島大学 名誉教授 難波 平人 ほか 

 プログラム： 

  10 時 30 分 テープカット 

  10 時 45 分 開式 

  11 時 30 分 閉式 ※閉式後、施設見学 

  11 時３５分 Town & Gown Office 看板除幕式 

 

※報道機関向けに、10 時から式典の流れなどの全体説明を行います。（約 5 分） 

 

＜ミライクリエ 概要＞ 

 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-3701 FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 

「緑で紡ぐ交流の丘」をコンセプトにした、持続可能社会を

体現するシンボリックな外観デザインとなっています。 

鉄筋コンクリート 7 階建て、延床面積 3954 ㎡、1・2 階は

エントランスを中心として、開放的でフレキシブルに使える

多目的スペースやコミュニティキッチン、カフェ、会議室な

どがあり、3 階以上の宿舎スペースでは入居者同士の交流ラ

ウンジなどを配置。7 階にはトップクラスの研究者を呼び込

むための居室も整備されるほか、建物全体でバリアフリーに

も配慮しています。 

（令和 2 年 10 月 15 日起工式、令和 3 年 9 月 30 日竣工） 

 
建物全景 

エントランスホール  



学長定例記者会見  

 

 日時：令和 3 年 10 月 27 日（水）12 時～12 時 15 分 

場所：MIRAI CREA 1 階多目的スペース 

 出席者：広島大学 学長 越智 光夫（その他状況に応じて他の理事の出席も 

あります） 

 発表事項： 

  1．広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラム 

   の開設について 

  2．第 15 回 広島大学ホームカミングデーの開催について 

 お知らせ事項： 

  1．広島大学学長表彰等の授与について 

 ※ MIRAI CREA に関する学長への質問は、記者会見時にお願いします。 

 

 

開館記念シンポジウム  

 

 テーマ：「未来社会のデザイン」 

 

 日時：令和 3 年 10 月 27 日（水）１３時～１５時 30 分 

場所： 

（対面会場）MIRAI CREA 2 階大会議室（定員 30 人） 

  （オンライン）Zoom ウェビナー（定員 300 人） 

※対面会場で取材可能です。 

 

プログラム： 

〇基調講演（海外からオンラインで講演） 

  「未来社会の展望」 同時通訳あり 

       Dr. Sanjeev Khagram 

（アリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営大学院学長） 

〇講  演（対面会場で講演） 

「広島の未来を創る DX」 

山田 仁（広島県副知事） 

    「産官学で創る未来のソーシャルデザイン」 

河西慎太郎（ソフトバンク株式会社デジタルトランスフォーメーション本部長） 

〇パネルディスカッション（対面会場で講演） 

山田  仁（広島県副知事） 

河西慎太郎（ソフトバンク株式会社デジタルトランスフォーメーション本部長） 

金子 慎治（広島大学理事・副学長 グローバル化担当） 

 

 
【お問い合わせ先】 

〇MIRAI CREAの開館記念式典、シンポジウムに関すること 

学術・社会連携部地域連携部門 三戸 

Tel：082-424-5871 

E-mail：chiikirenkei@office.hiroshima-u.ac.jp 

〇学長定例記者会見に関すること 

 広報部広報グループ 西本 

 Tel：082-424-3701 

 E-mail：koho@office.hiroshima-u.ac.jp 

 発信枚数：Ａ４版 4 枚（本票含む） 

mailto:chiikirenkei@office.hiroshima-u.ac.jp


2021年

10月27日(水)13:00～15:30(予定）

未来社会のデザイン

広島大学フェニックス国際センターMIRAI CREA

未来の日本、広島は、どうなっているのでしょうか。少子・高齢化が
進んでいく一方で、ICT、Society5.0、スマートシティ、DXなどにより、
未来社会は大きく変化していくと言われています。あるべき社会の姿
をどう描いていくのか、それをどのように実現していくのか。参加者
の皆さんと私たちの社会の未来を考えます。

場所:MIRAI CREA ２階大会議室(ｵﾝﾗｲﾝ配信あり)

金子 慎治
広島大学理事・副学長

河西慎太郎
ソフトバンク株式
会社DX本部長

山田 仁
広島県副知事

Dr. Sanjeev Khagram
アリゾナ州立大学サンダーバー
ドグローバル経営大学院学長

開館記念シンポジウム
(ﾐﾗｲ ｸﾘｴ）

基調講演講師 講演講師

講演講師 モデレーター

プログラム
〇開会挨拶 越智光夫（広島大学長）
〇来賓挨拶 髙垣廣德（東広島市長）
〇趣旨説明 金子慎治（広島大学理事・

副学長（グローバル化担当）
〇基調講演 「未来社会の展望」

Dr. Sanjeev Khagram
(アリゾナ州立大学サンダーバード
グローバル経営大学院学長）

〇講 演 「広島の未来を創るDX」
山田 仁（広島県副知事）

「産官学で創る未来のソーシャルデザイン」

河西慎太郎（ソフトバンク株式会社デジ
タルトランスフォーメーション本部長）

〇パネルディスカッション(山田仁、河西慎太郎、金子慎治）

〇閉会挨拶 安倍 学（理事・副学長(学術･社会連携担当）)

〇お問合せ先
学術・社会連携室地域連携部門
TEL (082)424-5871
chiikirenkei@office.hiroshima-u.ac.jp

〇申込はこちらから
https://www.hiroshima-u.ac.jp/iagcc/news/67145

mailto:chiikirenkei@office.hiroshima-u.ac.jp


（別紙） 

【ＦＡＸ返信用紙】 

FAX：０８２－４２４－６０４０ 

広島大学財務・総務室広報部広報グループ 行 

 

10 月 27 日（水）・東広島キャンパス 

学長定例記者会見及び広島大学フェニックス国際センター 

MIRAI CREA（ミライ クリエ）開館記念行事のご案内 
 

記 

 

開催日：令和 3 年 10 月 27 日（水） 

 

場 所：フェニックス国際センターMIRAI CREA（ミライ クリエ） 

     （東広島キャンパス） 

【開館記念式典】 

日 時： 同日１0：30～１1：30 

【学長定例記者会見】 

日 時： 同日１2：00～１2：15 

【開館記念シンポジウム】  

日 時： 同日１3：00～１5：3０ 

 

   【記念式典】 ・ 【学長定例記者会見】 ・ 【シンポジウム】 

   ※お手数ですが、参加される項目に○をしてください。  
 

 貴 社 名                       

 部 署 名                       

   ご 芳 名                （計  人） 

電話番号                         

・ 誠に恐れ入りますが、上記にご記入頂き、10 月 26 日（火）12 時までにご連絡ください。 

・ 取材希望の場合は、当日 10 時までに MIRAI CREA エントランスホールにお越しください。 
 
 
 

 


