
鳥取県倉吉市上井195-12 JR倉吉駅ビル２階

白壁土蔵群の観光ガイドいたします！（要予約、料金：ガイド1名につき、2時間以内2,000円）

エキパル倉吉１階多目的ホール
 （JR倉吉駅１階）
ホテルセントパレス倉吉
 （駅から徒歩１分）
倉吉シティホテル
 （駅から徒歩８分）
倉吉未来中心
 （駅からバスで約10分）

エキパル倉吉１階多目的ホール
 （JR倉吉駅１階）
ホテルセントパレス倉吉
 （駅から徒歩１分）
倉吉シティホテル
 （駅から徒歩８分）
倉吉未来中心
 （駅からバスで約10分）

倉吉観光情報

倉吉白壁土蔵群

検索

〒683-0022 米子市奈喜良248-4

TEL.0859-26-1511 FAX.26-1512
お問合せ先

創業明治35年の伝統と匠の技、上質な味をご堪能下さい

米子ワシントホテルプラザ
〒683-0053 鳥取県米子市明治町125番地

お集まりは、
米子ワシントンホテルプラザの
直営レストラン・宴会場で

総客室数196室
ＪＲ米子駅から徒歩2分
アクセス抜群の
好立地

2階・3階  宴会場、結婚式場

9階  しゃぶしゃぶ季節料理の銀座

mail:whp-yonago@washingtonhotel.co.jp

http://yonago.washington.jp

11月
私たちと一緒にコンベンション振
興事業に参画いただける「賛助
会員」を募集しています。
詳しくは事務局までお問い合わせくだ
さい。

● 年会費 ●

一口 2万円
（一口以上）

〒683-0043
鳥取県米子市末広町294番地
TEL（0859）39－0777［平日のみ］
FAX（0859）39－0700
E-mail welcome@t-cb.jp
URL http://www.t-cb.jp/

コンベンションに関する情報や
お問い合わせをお待ちしています。

活動リポート 今年度の当財団の活動を紹介します

賛助会員募集中

第4回観光コンベンション情報説明懇談会

　6月1日（水）とっとり・おかやま
新橋館にて「第4回観光コンベ
ンション情報説明懇談会」を開
催いたしました。今年度また来
年度に鳥取県開催を控えておら
れる大会主催者の皆さまをお招
きして鳥取県内4市の職員の方
にもご同行いただき、最新の観
光情報などをご案内させて頂き
ました。お越しいただきました
10組の主催団体様からは「事前
に知っておいてよかった」などの
言葉をいただき、実りある懇談
会となりました。

大阪MICEディスティネーション・ショーケース2016

　当財団は、2016年9月1日
（木）大阪府大阪市北区のコング
レコンベンションセンターにて開催
された大阪MICEディスティネー
ション・ショーケース2016に出展
しました。
　鳥取県ブースでは、コンベン
ション主催者に対しコンベンション
開催支援の説明を行うとともに、
多くの来場者に鳥取県の自然や
食、温泉、観光施設など様々な魅
力を伝え、今後のコンベンション誘
致につながる商談ができました。

2016中国地方インバウンドフォーラム観光情報説明会・商談会

　当財団は7月5日（火）に台
湾、7月7日（木）に香港で開催さ
れた「2016中国地方インバウ
ンドフォーラム観光情報説明会・
商談会」に参加しました。
　当財団は鳥取県・鳥取市・山陰
インバウンド推進機構・旅館関係
者と共に、台湾では旅行社５２
社、香港では旅行社２１社と商
談をおこない、当財団の支援制
度や鳥取県の文化・観光・食など
をPRしました。

東北地区＆中四国地区合同コンベンション誘致懇談会

　1月31日（火）に東京の都市センターホテルにて、東北地区＆
中四国地区合同コンベンション誘致懇談会を開催しました。
　約130名のお客
様が来場され、当財
団では鳥取県内の
地酒などを振る舞
い、鳥取県の自然や
食、温泉、観光施設
など様々な魅力を伝
え、今後のコンベン
ション誘致につなが
る商談ができまし
た。

平成28年度観光コンベンションセミナー

　1月27日（金）とりぎん文化会館 第一会議室にて「平成28年
度観光コンベンションセミナー」を開催いたしました。
　当財団では鳥取県でのコンベンション開催に向けた地域の機
運醸成を目的として、毎年観光コンベンションセミナーを開催して
おり、今年度のセミナーでは「地域のブランディング」をテーマに
Beeans Inc.代表取締役 遠田 兼人氏を講師にお迎えしご講演
いただきました。
　遠田氏からは外へ向けてのブ
ランディング手法をはじめ、強み
を伝える意識を持つこと、自我を
しっかり持ち常に価値の最大化
に努めていくことなど内へ向け
たブランディングについてもお
話しいただきました。

第5回国内大交流コンベンション

　8月29日（月）、都内で行われ
たKNT-CTホールディングス
（KNT-CT）主催の「国内大交流
コンベンション」に参加しました。
このイベントはKNT-CTの全国
の社員や地方自治体、宿泊施設
などのサプライヤーが参加する
商談会で、今年は600名が参加
しました。
　当財団も鳥取県観光プロモー
ターと一緒に鳥取県の魅力や当
財団の支援制度についてPRしま
した。

コンベンションカレンダー
開  催  日

3
月

4
月

5
月

2017

大　会　名　称 参加者数 開催地 開　催　施　設

第12回日本統合失調症学会

第14回全国ホープス選抜卓球大会

第30回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会

JA全農杯チビリンピック2017 小学生8人制サッカーIN
中国兼 第15回中国ユースサッカーU-12ジョイフル大会

第20回ミズノ杯西日本高等学校女子バドミントン大会

第2回J-Dream湯梨浜U17
トーナメントサッカーフェスティバル

全日本クライミングユース選手権ボルダリング競技大会2017

国際ロータリークラブ日本青少年交換研究会

平成29年度中国高等学校男女ソフトボール選手権大会

日本インテリア設計士協会 第51期通常総会（鳥取大会）

第32回浦富海岸健康マラソン大会

日本希土類学会第33回希土類討論会

第33回日本救急医学会中国四国地方大会

第34回中国地区レディースバドミントン選手権大会

平成29年度中国地区ソフトテニス選手権大会

（一社）全日本瓦工事業連盟第6回通常総会・平成29年度全国大会

ボーイスカウト日本連盟 平成２９年度全国大会
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米子コンベンションセンター

コカ・コーラウエストスポーツパーク

米子コンベンションセンター

コカ・コーラウエスト
スポーツパーク球技場

米子産業体育館

東郷羽合臨海公園多目的広場、
東郷運動公園、大山フットボールセンター

倉吉体育文化会館

米子コンベンションセンター

淀江球場、どらドラパーク米子市民球場 他

倉吉シティホテル

岩美町周辺

とりぎん文化会館

米子コンベンションセンター

米子産業体育館

コカ・コーラウエストスポーツパーク

米子コンベンションセンター、米子全日空ホテル

とりぎん文化会館

500

700

150

160

500

850

300

300

500

60

2500

250

500

300

350

200

1000

ハートフィールドとっとり

公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー機関紙
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TEL 0857－29－1111
〒680－0831 鳥取市栄町752

お集まりに便利
JR鳥取駅前 北口2分

豊富な宿泊プランの
リーズナブル スタイリッシュホテル

検索検索ホテルレッシュ鳥取

ホテルレッシュ鳥取駅前

公益財団法人とっとりコンベンションビューロー

誘致支援
事業

平成29年度コンベンション誘致事業計画

ピックアップコンベンション 来年度鳥取県で開催されるコンベンションを紹介します。

ボーイスカウト日本連盟「平成２9年度全国大会」

日　程：平成 29 年５月２７日（土）～２８日（日）
会　場：とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）
主　催：公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
参加者数：約１，０００名

　ボーイスカウト全国大会は、社会へ本運
動の理解を広めるとともに、加盟員の研鑽
の場、本連盟と参加者の双方からの情報交
換の場として毎年５月末に開催しており、
鳥取県では初めての開催となります。
　ボーイスカウトの成人指導者の大会では
ありますが、一部プログラムはお子様を含
む一般の方々にも開放いたしますので、会
場に是非お越しください。

第３５回日本受精着床学会総会・学術講演会
　今年7月２０日(木)～２１日(金)の２日間、「第３５回日
本受精着床学会総会・学術講演会」が開催されます。
本学会を運営するのは、「ミオ・ファティリティ・クリニッ
ク」(米子市車尾南)の院長見尾保幸医師。この学会は
今や社会現象となっている「生殖医療(不妊関連の医
療)」に特化した学会で、今回招聘する演者は国内外
より将来の有力なノーベル賞候補にノミネートされる
べき大変著名な研究者や臨床医が集い、全国から約１
２００名を超える専門家達の参加が見込まれています。

日本災害看護学会第19回年次大会

大会長：近田敬子（鳥取看護大学 学長）
日　程：平成 29 年 8月25日（金）～26日（土）
会　場：倉吉未来中心（鳥取県倉吉市）　三朝館（三朝温泉）
参加者数：約１,５００名

　「ソーシャル・キャピタルの醸成と災害看護」
をメインテーマに日本災害看護学会第19回年
次大会を開催します。2016年4月に熊本地震
が、そして10月には鳥取県中部地震が発災し
ました。高齢化が一段と進んでいる今、ソーシャ
ル・キャピタルの醸成が要となると確信していま
す。体験や経験を英知に変え、災害看護学のさ
らなる発展に向けて、年次大会では多角的に大
いなる論議がなされることを願っています。

全国児童養護施設協議会
第７１回全国児童養護施設長研究協議会（鳥取大会）
　大きな社会問題となっている児童虐待や
子どもの貧困等、「負の世代間連鎖」を今こ
そ断ち切らねばなりません。そのために児童
養護施設は、「子どもの権利」を軸とした家
庭的養育における入所児童の生活支援の
充実とともに、地域の子育て・家庭支援の拠点としてこれまで培ってきたソーシャ
ルワーク機能とその専門性を、積極的に地域に向けて発揮していくことが求めら
れています。「子育て王国とっとり」で開催される今大会は、全ての子どもたちの
「最善の利益」を実現するための実践について、積極的に議論していきます。

石油学会鳥取大会（第47回石油・石油化学討論会）

実行委員長：片田直伸（鳥取大学工学研究科応用化学講座教授）
日　　程：平成 29 年11月16日（木）～17日（金）
会　　場：とりぎん文化会館
参加者数：約４００名
詳細は http://katalab.org/petrotottori/

　石油学会大会（石油・石油化学討論会）は、石油開発・生産、石油精製、石油
化学に関連する産業界・官界・学界で活躍する科学者や技術者の最新の成果
発表、討論による知的交流を目的に開催して
います。発表内容の分野の広さは大変ユニー
クなものとなっています。大会は毎年秋に日
本各地で開催され、47回目を迎える今回は
鳥取市で開催いたします。石油および周辺エ
ネルギーに関する一般向けの無料の公開講
座も開催します。是非ともご参加ください。

第７回 全国ママさんバレーボール冬季大会

日　程：平成 29 年12 月1日（金）～12 月4日（月）
会　場：コカ・コーラウエストスポーツパーク鳥取県民体育館・鳥取産業体育館
主　催：一般社団法人 全国ママさんバレーボール連盟
参加者数：約８００名

　全国ママさんバレーボール連盟が開催
する大会は、全て女性によって運営されて
います。本大会は、出場してから２か年空け
れば何度でも参加できる大会で、より多く
の選手が参加できるようにとの考えからで
す。出場チームは４ブロックに分けられ、ブ
ロック毎に優勝チームができるのも、ママさんならではの大会です。またマ
マさんの大会には、50歳以上の全国いそじ、60歳以上の全国ことぶき、
70歳以上の全国おふく大会があり、まさにママさんバレーは生涯スポーツ
そのものです。会場から応援いただき、ママさんパワーを感じて下さい。

会　長：見尾　保幸（ミオ・ファティリティ・クリニック 院長）
日　程：平成 29 年 7月20日 ( 木 )～21日 ( 金 )
会　場：米子コンベンションセンター
参加者数：約１，２００名

前回大会の様子

　従来の学術会議・一般大会の誘致活動に加え、スポーツ大会では日本スポーツツー
リズム推進機構への加入などさまざまな機関との関係構築を図り、スポーツコンベンション
誘致の展開を広げる。
　また、ＭＩＣＥ（海外インセンティブツアー）では従来の韓国、台湾を主として、その他アジ
アもターゲットとし、鳥取県および山陰インバウンド推進機構等と連携しプロモーションの実
施と受け入れルートの拡大を図る。
　海外教育旅行についても鳥取県および山陰インバウンド推進機構等と連携し、主に韓
国、台湾の現地旅行会社に対し、支援制度をPRし県内誘致を図る。
　合宿では関西圏を中心とした旅行代理店、大学生協等に対する情報発信の強化と
県内の受け入れ先との連携による円滑な受け入れ環境を整備する。
　その他、県人会・同窓会等を通じた情報収集と人脈作り、各種協議会・商談会へ
の参加、県内の主催者を対象としたコンベンション開催意向調査の実施、県・四市と連
携した鳥取県観光コンベンション情報説明懇談会の開催などを行う。

　県内開催コンベンションの円滑な運営を支援するため、主催者への財政的支援（助
成金）・物的支援（歓迎看板や観光パンフの提供等）を行うとともに、参加者へのおもて
なしを通して鳥取県の魅力をPRする。
　その他、会場手配や鳥取県、観光連盟、観光協会等と連携し、コンベンション会場へ
の観光案内・県内特産物の出店などを実施することにより鳥取県の魅力をPRする。
　また大会ホームページに開催時期の鳥取県観光・イベント情報のバナーを貼り、参加
者のアフターコンベンションを促進する。

　コンベンション参加者を対象にアンケート調査を行い、経済波及効果の推計およびおも
てなし度向上の取り組みに役立つよう結果を広く周知する。
　また、参加者アンケートの回収率向上および参加者の利便性を考慮し、アンケートの
Web化に取り組む。
　その他、コンベンション経済波及効果の推計調査、コンベンションセミナーの開催を行う。

　ホームページや機関紙などで積極的に情報を発信する。
　コンベンション参加者のアフターコンベンションを誘発するため、県内主要観光施設・
文化施設の優待割引券を作成し参加者へ配布する。
　また、より一層の参加者への事前周知、利便性も考慮しWebによる割引券の提示に
より文化・観光施設利用の促進を図る。
　その他、コンベンション参加者の歓迎と地元へのコンベンション開催周知のため、歓迎
ステッカーおよびタクシーステッカーを作成し掲出する。

開催支援
事業

調査企画
事業

広報宣伝
事業

「
大
山
開
山
千
三
百
年
祭
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。

日　程：平成 29 年１１月８日 ( 水 )～１１月１０日 (金 )
会　場：とりぎん文化会館　ホテルニューオータニ鳥取
参加者数：約６００名


