
〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎2130 米子食品卸団地内
［営業時間］10:00～17:00 ［定休日］年中無休  ［HP］https://ties-en.com

〒680-0873  鳥取市的場136-3 西山ビル2-A   https://lifefix.co.jp
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アイデアを可能性へ。

●Co-Lab（コラボ）
　オンラインまたはハイブリッド形式の研修・講演などのイベント
　運営を企画段階からトータルでサポート。
●その他動画制作など 

Lifefix合同会社 TEL.0857-32-8285  FAX.0857-32-8258  

2 0 2 2ピックアップコンベンション

〒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
https://www.t-cb.jp/

コンベンションに関する情報や
お問合わせをお待ちしています。

※上記カレンダーは10月5日時点のものです。新型コロナウィルス感染症の影響等により変更・中止になる場合がございます。　

※一部抜粋2022・2023コンベンションカレンダー �������������������
参加者数 開催地 開 催 施 設

　第37回日本女性医学学会学術集会を米子で開催させていただくことになりました。学
会のテーマは“ホルモン依存性疾患を極める”としました。
　女性医学学会の役割は、思春期から性成熟期、更年期、老年期と女性のライフステー
ジを通して女性の健康をサポートするということにあります。いうまでもなく、女性の健康は女
性ホルモンによって大きく影響を受けています。産科婦人科領域で扱う多くの疾患が女性
ホルモン依存性であることは周知の事実ですが、女性の一生を通じてのホルモン依存性
疾患を扱った学会はこれまでなかったように思います。女性医学学会がこのテーマを真正
面から扱える唯一の学会と考えました。本会にご参加して頂けるだけで、ホルモン依存性疾
患に関する必要不可欠な情報をバランスよく整理できるようにプログラムを作り込みました。
皆様のご参加をお待ちしております。

大 会 名 称

部落解放研究第55回全国集会

　部落解放研究全国集会は、部落問題をはじめ、さまざまな差別問題・人権問題の解決に
むけた全国各地の実践報告や、政策課題についての学習などを通じて、日本における部落
解放・人権政策の確立に取り組んできました。集会参加者は、集会での報告や学習をさまざ
まな立場から交流し、地域や職場、家庭などでの人権教育・啓発活動の充実など、大きな成
果をあげてきました。
　今回、米子市で準備をすすめている全国集会は、全国水平社創立１００年という、部落解
放運動にとって大きな節目の年の開催となります。全国水平社は、「人の世に熱あれ、人間に
光あれ」と結ばれた「全国水平社宣言」でも明示していますように、部落差別だけでなく、さまざ
まな差別撤廃にむけた、人間としての尊厳、人間としての誇りを回復する営みを訴えています。
　本全国集会も、この「全国水平社宣言」の精神を原点としながら、今日、人権や平和の課
題が大きく後退している情況のなかで、より大きな役割を果たしていきたいと思います。

日 程 2022年11月15日（火）・16日（水）
会 場 米子産業体育館、

米子コンベンションセンター、
米子市文化ホール、米子市公会堂

参加者数 約3,000名

 PICK UP CONVENTION
今後開催されるコンベンションをご紹介します。

部落解放研究第55回全国集会
中央実行委員長

西島 藤彦

鳥取大学医学部附属病院 病院長

会長

原田 省

第37回日本女性医学学会学術集会
日 程 2022年11月12日（土）・13日（日）
会 場 米子コンベンションセンター、

米子市文化ホール ※ハイブリッド開催
参加者数 現地参加者 約1,000名
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ハートフィールドとっとり

賛助会員募集中賛助会員募集中
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。

一口2万円（一口以上）年会費   
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開催日

令和4年度全国社会保険労務士会中国・四国地区地域協議会
第31回西日本実年ソフトボール大会

第55回中国五県軟式野球大会（1部・2部）

第5回日本眼科アレルギー学会学術集会 ※ハイブリッド開催
2022年繊維学会秋季研究発表会 ※ハイブリッド開催
第37回日本女性医学学会学術集会 ※ハイブリッド開催
第52回日本PTA中国ブロック研究大会くらよし大会
第31回日仏親善交流オープンペタンク三朝大会兼ねんりんピック2024プレプレ大会

部落解放研究第55回全国集会

第62回中国・四国精神神経学会　第45回中国・四国精神保健学会
第46回中国地域県サッカーリーグ決勝大会
令和4年度中国地区公立学校教頭会
第32回日本光線力学学会学術講演会・第18回日本脳神経外科光線力学学会
第55回安全工学研究発表会
鳥取大学工学部附属GSC研究センター創立10周年記念シンポジウム ※ハイブリッド開催
第13回日本動物超音波技術研究会大会
第34回日本老年医学会中国地方会及び教育企画
第6回ゼオライトセミナー/GSCセミナー ※ハイブリッド開催
あいサポートとっとりフォーラム23
第28回高専シンポジウム in Yonago
中国ブロックバウンドテニス親善交流大会
第14回日本海オープンペタンク山陰大会
第23回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会

ANAクラウンプラザホテル米子
倉吉総合産業高等学校、北条野球場、北条運動場

米子コンベンションセンター
とりぎん文化会館
米子コンベンションセンター、米子市文化ホール
倉吉未来中心
三朝町営陸上競技場

米子コンベンションセンター
どらドラパーク米子東山陸上競技場・球技場
米子コンベンションセンター
米子コンベンションセンター
米子コンベンションセンター
鳥取大学鳥取キャンパス
鳥取大学鳥取キャンパス
米子コンベンションセンター
鳥取大学鳥取キャンパス
米子コンベンションセンター
米子コンベンションセンター
国府町体育館
東伯総合公園多目的広場
米子コンベンションセンター
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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

2022年11月2日発行

� �月

� �月

古紙配合率80%以上の
再生紙を使っています。

米子市、南部町、
境港市

米子市淀江球場、南部町西伯カントリーパーク、
境港市営竜ヶ山球場

米子産業体育館、米子コンベンションセンター、
米子市文化ホール、米子市公会堂

（オンライン含む全体参加者 約2,000名）



写真は一例です

写真は一例です

一般社団法人   

中海ふるさと物産振興会 (米子ええもん会) http://www.kotobuki-web.com

長年の実績と信用でお任せください。

電気工事
設計・施工・保守

2022ピックアップコンベンション

 PICK UP CONVENTION 今後開催されるコンベンションをご紹介します。

　アレルギー性結膜疾患を含め、アレルギー疾患は、国民病であり、社会生活へのインパクトが大
きな疾患です。ここ数年間、新たな病態概念の浸透とともに、多様なアレルギー疾患に対して多様な
生物製剤が新たな選択肢として利用可能となり、そこで他科連携を含めた疾患病態を深く理解する必
要が出てきています。
　一方、私たちを取り巻く社会も大きな変革の時期を迎えようとしています。本学会のテーマは、アレル
ギー性結膜疾患とあらたな流れ, 基礎から人工知能までといたしました。アレルギー性結膜疾患におい
てもSociety5.0へむけた取り組みやAIの開発、さらに病態の深い理解をささえる基礎研究を紹介して
いきたいと思います。
　第5回日本眼科アレルギー学会学術集会は、現地開催に加えライブ配信を予定して準備を進めて
おります。日本海の海鮮、大山の紅葉とともに、参加者の皆様をお迎えしたいと思います。

　9月30日(金)ホテルセントパレス倉吉にて当ビューロー主催の「コンベンション
説明会・交流会inくらよし」を行いました。2018年度鳥取市、2019年度米子
市開催に続き3回目となる今回は、倉吉市にて様々な新型コロナウイルス感染
症対策を講じて3年ぶりの開催となりました。これは県内のコンベンション受け
入れ態勢と当ビューローの活動をご理解頂き、今後のコンベンション開催にお
いて地域が一丸となって盛り上がることができるように企画をしたものです。
　鳥取県内のコンベンション主催者様、当ビューローの賛助会員様、各関係
団体様を中心に約50名の方々にお集まりいただき、県内コンベンション受け
入れの最新トピックスを含めた情報や今後県内で開催予定の主なコンベン
ションについて説明を行った後、賛助会員企業、中部地区のコンベンション主
催者、県立美術館整備局の方々にも一言PRをして頂きました。その後の情報
交換を兼ねた交流会では県内食材を使ったワンプレート料理をご用意し、飲食
時は黙食、飲食時以外はマスク着用を徹底して頂きながらも、主催側、地元受
け入れ側がそれぞれネットワークづくりや活発な意見交換をされていました。
　当ビューローでは引き続き、更なるコンベンション推進に向け、また鳥取県を
盛り上げるため、主催者様と地元業者様、各関係団体と連携し誘致活動に取
り組んでまいります。

鳥取大学医学部視覚病態学 教授

会長

宮﨑 大

第5回日本眼科アレルギー学会学術集会
「コンベンション説明会・交流会inくらよし」を開催しました

鳥取県文化・観光施設優待割引webクーポン
「とりトク」をご利用ください
コンベンション参加者限定！大会会場等でお配りするチラシのQRコードを読み取るだけ！
鳥取県内の文化・観光施設をおトクにご利用いただける割引webクーポンを発行しています。
●詳細は当ビューローまでお問い合わせください。

日 程 2022年11月5日（土）・6日（日）
会 場 米子コンベンションセンター※ハイブリッド開催
参加者数 現地参加者 約300名　

� �月

� �月

（オンライン含む全体参加者 約500名）

　この度「第31回西日本実年ソフトボール大会」を倉吉市・北栄町で開催する運びと
なりました。この大会は、同一都道府県内に居住又は勤務する50歳以上の男子によっ
て編成されたチームの大会で、西日本各県（中国・四国・九州）代表と前回大会優勝・準
優勝チームおよび開催県の更に1チームを加えて総勢20チームでトーナメント戦が展開されます。
　若き頃からソフトボール競技を存分に楽しんできた人たち、心身ともに充実しかかった実年の皆さんの円熟プレイが随所に見られる味わ
いのある大会です。
　今年も、新型コロナ禍に見舞われ憂鬱な日 を々強いられた中で、国を始め関係機関等の感染対策の効果があって大会を迎える運びと
なりました。コロナ禍の中で観戦可能開催となれば機会を得て味わってみてください。

鳥取県ソフトボール協会
会長

出西 弘道

第31回西日本実年ソフトボール大会
日 程 2022年11月5日（土）・6日（日）
会 場 【第１会場】鳥取県立倉吉産業高等学校　

【第２会場】北栄町北条野球場、
　　　　　北条運動場

参加者数 約500名　

TOPICSTOPICS
T C B活動報告＆お知らせ

おトクに鳥取を満喫！
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コンベンション参加者限定！


