
［天然海水いけす海陽亭］

ぎんりんグループ

〒680-0908
鳥取市賀露町西3丁目27-1

TEL.0857-31-4649 
FAX.0857-31- 4651 HP ht tp://ginrin -grp.com 

〒683-0814　鳥取県米子市尾高町28　TEL.0859-22-0550

●公開シンポジウムが開催されます
【日程 】2020年3月17日（火） 14：30～17：00  
【 会 場 】とりぎん文化会館 小ホール 
【テーマ】心に寄り添う手仕事の世界～自然素材との対話と調和～※入場無料・申込み不要でどなたでもご参加いただけます。
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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

2020年2月28日発行
������
ハートフィールドとっとり

コンベンションカレンダー CON V E N T ION  C A L E N D A R

開 催 日 大 会 名 称 参加者数 開催地 開催施設

第７０回日本木材学会大会（鳥取大会）
開催日

3月

4月

5月

6月

今後開催されるコンベンションをご紹介します。
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2020年3月16日～18日
鳥取大学共通教育棟・とりぎん文化会館
約1,000名

会 場

参加者数

参加者数

　この度「第70回日本木材学会大会（鳥取大会）」を開催いたします。奇しくも令和に改元して初めての、第70回大会
を創立70周年の鳥取大学で迎えることになりました。また、今年は「杜のスタジアム」の国立競技場で東京オリンピック
が開催されます。本大会は歴史を経て木材の新たな展開が期待される「古稀あらた」と言うべき節目の大会になるので
はないかと思っております。
　本大会はSDGsや低炭素化社会が求められる中、「化石資源から木材資源へ」を掲げる日本木材学会が主催し、全
国から大学等の木材研究者だけではなく、木材を利用する立場の人も含め約1000人の参加者が集う大会です。メイ
ンの研究発表では、木材の特性だけではなく、乾燥や製材、さらにはきのこや文化財といった分野まで、21のセッション
に渡って約600件の発表が口頭とポスター形式で行われます。
　また3月17日（火）にはとりぎん文化会館で公開シンポジウムが開かれます。今回の鳥取大会では70回大会を記念し
て、木の良さを体験できる機会を子供たちに提供すべく、鳥取市のわらべ館に鳥取県内産のヒノキの積み木1000ピー
スを寄贈する予定です。大会終了後、お子様連れでぜひわらべ館を訪れ、鳥取大会のレガシーを体験してください。

小畑良洋
大会運営委員長

（鳥取大学大学院工学研究科機械宇宙工学専攻 教授）

　この度、第35回日本老年精神医学会を開催させて頂くことになりました。大会のテーマは「地域を支える老年精神医学」
です。近年精神神経疾患は増加しており5大疾病のひとつとして重要視されております。地域においては少子高齢化が進
み、増加する高齢者の精神神経疾患への対策が望まれております。鳥取県は全国でも最も人口が少ない県であり少子高
齢化が顕著です。鳥取県での日本老年精神医学会開催は初めてであります。元気な高齢者を増やすためにも精神神経疾
患への対応は不可欠であり、それが地域を支えることになると考えます。
　大会長を務めます小生は神経内科医でありますが、神経内科医が本学会大会長を務めるのは26年ぶりとなります。高齢
者の精神神経疾患への対応には精神科医と神経内科医の協力体制が必要となることも多く、連携強化につながる大会に
できればと希望しております。副大会長を鳥取大学医学部精神行動学分野教授の兼子幸一先生、鳥取大学医学部脳神
経内科学分野教授の花島律子先生にお願いしオール鳥取で皆様をお迎えしたいと考えております。

浦上克哉
大会長

（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座環境保健学分野 教授）

入場
無料

入場
無料

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。
〒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/

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）  
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鳥取マラソン2020
第70回日本木材学会大会（鳥取大会）
日本集中治療医学会第4回中国・四国支部学術集会
第42回日吉津村チューリップマラソン
第68回中国四国地区大学図書館協議会総会
第35回浦富海岸健康マラソン大会
がん予防学術大会2020米子
2020年度地域安全学会春季研究発表会（鳥取）
第7回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会中国・四国支部学術集会
スポーツクライミング第6回ボルダリングユース日本選手権2020倉吉大会
第21回日本死の臨床研究会 中国・四国支部大会in鳥取／第26回鳥取緩和ケア研究会
日本野鳥の会中国四国ブロック交流会
第73回日本酸化ストレス学会学術集会　第20回日本NO学会合同学術集会
2020年度全国障害者スポーツ大会中四国ブロック予選会フットベースボール競技
日本農芸化学会中四国支部　第57回講演会
倉吉市長杯TKYボーイズトーナメント2020
第20回SUN-IN未来ウオーク
第35回日本老年精神医学会
第52回中国・四国学校保健学会
2020年度水道技術者ブロック別研修会
第63回関西胸部外科学会学術集会
第36回シマノジャパンカップ投（キス）釣り選手権 全国大会 
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鳥取市内
鳥取大学鳥取キャンパス、とりぎん文化会館
米子コンベンションセンター
日吉津村周辺
とりぎん文化会館
岩美町周辺
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、米子ワシントンホテルプラザ
米子市文化ホール
倉吉体育文化会館
鳥取県民ふれあい会館
ホテル大山
米子コンベンションセンター
千代川倉田スポーツ広場
鳥取大学鳥取キャンパス
倉吉市営野球場、他
中部周辺
米子コンベンションセンター
鳥取大学米子キャンパス
米子市文化ホール
米子コンベンションセンター
弓ヶ浜
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第35回日本老年精神医学会
開催日 2020年6月13日～14日

米子コンベンションセンター
約1,200名

会 場
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【 日程 】2020年6月12日（金） 14：00～16：00   
【 会 場 】米子コンベンションセンター 国際会議室 
【テーマ】❶認知症への正しい理解と予防 ❷高齢者のうつ病

●市民公開講座が開催されます
※入場無料・申込み不要でどなたでもご参加いただけます。

賛助会員
募集中



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

米子ワシントンホテルプラザ
〒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

創業1901年
松 江 料 理お弁当・出張パーティー
お弁当は小口から1万個までご予算に応じます。
国内最高水準の衛生環境HACCP認定工場

TEL.0852-22-3755
〒690-0038 島根県松江市平成町182番地19
［E-mail］info@ichimonjiya.jp ［HP］http://www.ichimonjiya.jp

境港水揚げ
紅ズワイガニかに寿司和紙箱入り幕内弁当島根牛みそ玉丼

6/5（金） 第1部 13:00

梨花ホール／2020年2月10日(月)～10月31日(土)

小ホール／2020年3月23日(月)～7月18日(土)

2020年度事業計画 コンベンション施設改修工事情報

トピックス����������������� 活動レポート�����������������

当ビューローでは、NPO法人未来との共催で、2020年6月5日（金）、6日（土）に倉吉市にて「アジ
ア・ウォーキング・フェスタフォーラム」を開催します。これは「SUN-IN未来ウォーク」の第20回記念
大会に合わせて開催するもので、“ウォーキングで繋ぐ世界と未来の輪を広げよう！”をテーマに、国
内・海外より様々なゲストを招いてパネルディスカッションやステージトークショーなどを行います。ま
た６日には、アジア地域のトレイル機関・団体（５ヵ国19団体）が集まる「ATN（アジア・トレイルズ・
ネットワーク）総会」も同時開催されます。

森田 光一氏
埼玉県東松山市長
日本3デーマーチ
（参加者10万人アジアNo.1） 大会長

徐 明淑（ソ・ミョンスク）氏
社団法人済州オルレ 理事長
（アジア・トレイルズ・ネットワーク会長）
韓国 済州島西帰浦 出身

山田 修平氏
学校法人藤田学院
（鳥取看護大学・鳥取短期大学）理事長
未来ウォーク 大会長
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アジア・ウォーキング・フェスタフォーラムを開催します
これは中国・四国地区のコンベンション推進団体が一堂に会し、首都圏の業界団体や学会事務局などのコンベンション主催
者に向けて東京都の品川プリンスホテルで行われた商談会で、中国・四国地区主催としては、５年ぶりの開催となりました。当
日は約100団体130名の主催者にお集まりいただき、当ビューローも鳥取県での大会、会議開催に向けて県内の地酒などを
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PRいたしました。特に当ビューローブースにお越しいただいた
38団体の方々には会場、アクセス、宿泊、観光、開催支援制度の説明を交えながら、具体的な商談をすることができました。
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12月5日（木）「令和元年度中国・四国地区コンベンション誘致懇談会」に出展しました

この会は、コンベンションによる地域への効果や当ビューローの活動についてご理解いただき、今後のコンベンション
開催を地域において一丸となって盛り上げていく機運醸成を目的に、昨年の鳥取市での開催につづいて、第２回と
なる今回は米子コンベンションセンターでの開催となりました。当日は鳥取県内でコンベンションの開催を予定・検討
をされている主催者、当ビューローの賛助会員、各関係団体の計120名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いました。また、
その後の県内食材を使った料理と地酒を食しながらの交流会は、主催者、地元受け入れ事業者、行政等でネットワー
クづくりや活発な情報交換の場となりました。当ビューローでは引き続き、鳥取県の交流人口の拡大・更なるコンベン
ション推進に向け、主催者をはじめ、地元観光事業者や各関係団体と連携し誘致活動に取り組んでまいります。
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1月31日（金）コンベンション情報説明会・交流会を開催しました

フォーラムは参加費無料・申込み不要でどなたでも
ご参加いただけますので、多くの方のご来場をお待ちしております。

1日目

●ステージトークショー『Enjoy ノルディック・ウォークの勧め』
荻原健司氏（冬季オリンピックスキーノルディック複合金メダリスト）  プラス・マイナス（吉本興業 漫才コンビ）
木村健二氏（（一社）全日本ノルディック・ウォーク連盟 専務理事／本部長）  平井伸治氏（鳥取県知事）

6/5（金）【時間】13：00～  【会場】倉吉未来中心 セミナールーム

2日目

誘致推進事業（7,995千円）

6/6（土）【時間】13：30～  【会場】倉吉パークスクエア ふれあい広場

●パネルディスカッション
①ウォーキングによる地域創生 ②地域の健康づくりについて ③ウォーキングと観光＆インバウンド

※パネルディスカッション一例

パネルディスカッション「ウォーキングによる地域創生」

米子コンベンションセンター（BiGSHiP）が
2020年3月6日よりリニューアルオープン!!

とりぎん文化会館で大規模な改修工事を実施
改修工事期間中、下記の施設はご利用いただけません。

※その他、フリースペースのガラス屋根天井の防水工事を行う期間があります。
    詳細につきましては、とりぎん文化会館までお問い合わせください。TEL：0857-21-8700

■詳細は、ホームページ（www.t-cb.jp）の「財団情報」／「組織情報」からご覧いただけます。

入場無料
フォーラムフォーラム

SUN-IN 未来ウォーク 検索

野川 聡氏
鳥取県副知事
ウォーキングリゾートとっとり推進

このリニューアルにより、鳥取県で開催されるコンベンションの参加者が大会期間中に鳥取
県での滞在をより楽しんでいただけるように、観光・飲食などのおすすめ情報や参加者に向け
た観光モデルコースを開催地域別にご紹介するページが完成します。また、スポーツ大会・合
宿の誘致をより強化するため、県内のスポーツ施設や合宿地を紹介するページを新たに設け
る他、スマホ対応等を行い、閲覧者の利便性を向上させます。ぜひご活用ください。
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2020年3月にウェブサイトをリニューアルします
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※トップページのURLはこれまでと変更ありません。

とっとりコンベンションビューロー ウェブサイトURL

・学術・一般・スポーツ大会、海外インセンティブ、合宿等の誘致推進
・中国・四国地区コンベンション誘致懇親会や
 JNTOインセンティブセミナー等、各種商談会への出展 など

開催支援事業（8,938千円）
・主催者への助成金の交付
・事務局への物的支援と参加者へのおもてなし など

調査企画事業（3,958千円）
・参加者アンケート調査および経済的波及効果の推計調査
・「アジア・ウォーキング・フェスタフォーラム」の開催（共催事業）
・「コンベンション事業説明会・交流会in中部」の開催

広報宣伝事業（2,299千円）
・機関紙「Heart Field」の発行
・ホームページ等による情報発信
・歓迎ステッカーや文化・観光施設優待割引券等の作成 など


