
～美しい花々に癒されてみませんか～

鳥取県西伯郡南部町鶴田110

TEL.0859-48-3030
●営業時間、入園料等はこちらをチェック↓
https://www.tottorihanakairou.or.jp/

AM11:00～14:00

宿泊・食事・各種宴会・会議等ご予算・
ご希望に応じてお料理内容は変更させてい
ただきす。お気軽にお問い合わせください。

会席料理 イチョウ

TEL.0859-66-5111
〒683-0343 鳥取県西伯郡南部町下中谷606
［e-mail］ryokusui5111@sea.chukai.ne.jp 食事時間

AM9:00～18:00営業時間

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3月10日発行
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鳥取のPRにご活用ください！

2022年度に開催が予定されているコンベンションを一部紹介します。新型コロナウイルス感染症の影響が見通せない中ではありますが、
感染症対策を含めた主催者様へのサポートと、参加者の皆様へのおもてなしを通して鳥取県の魅力PRに努めてまいります。
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ハートフィールドとっとり

※一部抜粋

〒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 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2月14日現在のものです。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。

2022コンベンションカレンダー �������������������

JA全農杯チビリンピック2022 全国小学生選抜サッカーIN中国
兼 第20回中国ユースサッカーU-12ジョイフル大会

第20回日本ヨーガ療法学会研究総会
※現地参加＋オンラインのハイブリッド開催

第73回中国五県水泳競技大会
【6/18～19】競泳・飛込   【7/2～7/3】水球

第14回中国・四国地区ろうあ体育者大会、
第22回全国障害者スポーツ大会聴覚障害者バレーボール競技
中国・四国地区予選大会

日本心エコー図学会第34回学術集会

第2回全国ダンススポーツ競技会鳥取大会

第67回中国地区ろうあ者大会

第48回国立大学法人動物実験施設協議会総会

第21回SUN-IN未来ウオーク
第39回中国地区レディースバドミントン選手権大会 年齢別対抗・クラブ対抗

第46回有機電子移動化学討論会 第16回有機電子移動化学若手の会

第42回日本骨形態計測学会

第36回西日本早起き野球大会

第41回中国マスターズ陸上競技選手権大会

第39回全日本少年軟式野球大会中国地区予選会

第40回全日本トライアスロン皆生大会
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参加者数 開催地 開 催 施 設

4月

5月

6月

7月

開 催日 大 会 名 称

鳥取市

米子市

米子市

米子市

倉吉市

米子市

米子市

鳥取市

米子市

倉吉市

米子市

南部町
米子市

鳥取市

岩美町

米子市

湯梨浜町、
鳥取市、北栄町、
倉吉市、

ヤマタスポーツパーク陸上競技場・多目的広場

米子コンベンションセンター

米子産業体育館

倉吉未来中心

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

米子産業体育館

鳥取県中部周辺

鳥取大学鳥取キャンパス、ニュー砂丘荘

鳥取県営東山水泳場、鳥取県立米子工業高校

米子コンベンションセンター

米子市及び周辺

ヤマタスポーツパーク陸上競技場

岩美町民総合運動場野球場

南部町民野球場、西伯カントリーパーク野球場
どらドラパーク米子市民球場

ハワイ夢広場、鳥取スターボウル、北条運動場
倉吉未来中心、倉吉市営体育センター、
倉吉スポーツセンター

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   

●会場／米子コンベンションセンター  ●開催地／米子市
●日程／4月8日～10日  ●参加者数／1000名（予定）
【事務局】鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科学分野

日本心エコー図学会第34回学術集会
●会場／とりぎん文化会館  ●開催地／鳥取市
●日程／11月8日～9日  ●参加者数／350名（予定）
【事務局】鳥取大学工学部 化学バイオ系学科

繊維学会秋季研究発表会

●会場／とりぎん文化会館  ●開催地／鳥取市
●日程／6月30日～7月1日  ●参加者数／100名（予定）
【事務局】鳥取大学工学部 化学バイオ系学科

第48回生体分子科学討論会

●会場／鳥取大学鳥取キャンパス  ●開催地／鳥取市
●日程／8月24日～26日  ●参加者数／120名（予定）
【事務局】鳥取大学工学部 機械物理系学科

日本実験力学会2022年度年次講演会

●会場／米子産業体育館  ●開催地／米子市
●日程／8月27日～28日  ●参加者数／160名（予定）
【事務局】鳥取県バドミントン協会

全日本医師バドミントン大会

●会場／倉吉未来中心、鳥取短期大学、上灘公民館  ●開催地／倉吉市
●日程／10月28日～30日  ●参加者数／2000名（予定）
【事務局】実行委員会事務局

日本女性会議2022in鳥取くらよし

●会場／米子コンベンションセンター  ●開催地／米子市
●日程／11月12日～13日  ●参加者数／2000名（予定）
【事務局】鳥取大学医学部 産科婦人科学分野

第37回日本女性医学学会学術集会

●会場／とりぎん文化会館  ●開催地／鳥取市
●日程／12月1日～2日  ●参加者数／600名（予定）
【事務局】鳥取県知的障害者福祉協会

2022年度日中活動支援部会全国大会鳥取大会

●会場／とりぎん文化会館  ●開催地／鳥取市
●日程／12月3日～4日  ●参加者数／500名（予定）
【事務局】鳥取県立中央病院

第29回日本航空医療学会総会

●会場／米子コンベンションセンター  ●開催地／米子市
●日程／1月28日  ●参加者数／800名（予定）
【事務局】米子工業高等専門学校

第28回高専シンポジウム in Yonago

●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
●開催地／米子市
●日程／11月15日～16日  ●参加者数／3000名（予定）
【事務局】部落解放同盟鳥取県連合会

部落解放研究第55回全国集会

●会場／米子コンベンションセンター  ●開催地／米子市
●日程／11月30日～12月2日  ●参加者数／350名（予定）
【事務局】NPO法人 安全工学会

Center for Chemical Process Safety Global
Summit on Process Safety(CCPS-GSPS)
及び安全工学研究発表会

●会場／倉吉総合産業高校、北条運動場  ●開催地／倉吉市・北栄町
●日程／11月5日～6日  ●参加者数／400名（予定）
【事務局】鳥取県ソフトボール協会

第31回西日本実年ソフトボール大会

●会場／米子コンベンションセンター  ●開催地／米子市
●日程／5月20日～21日  ●参加者数／300名（予定）
【事務局】日本ヨーガ療法学会

第20回日本ヨーガ療法学会研究総会

※各コンベンション情報は2月14日現在のものです。
　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。

※現地参加＋オンラインのハイブリッド開催

●会場／鳥取大学鳥取キャンパス、ニュー砂丘荘  ●開催地／鳥取市
●日程／6月17日～19日  ●参加者数／200名（予定）
【事務局】鳥取大学工学部 化学バイオ系学科

第46回有機電子移動化学討論会 
第16回有機電子移動化学若手の会

2022年度に鳥取県で開催されるコンベンション
※一部抜粋

お知らせ

鳥取県観光PR動画を作成しました
鳥取県観光連盟、県内の各観光協会にご協力いただき、学会開催時の幕間や、次年度
PRの際に使用する動画を作成しました。鳥取県でのコンベンション開催時や、残念なが
らオンライン開催となった場合も、鳥取県の見どころ、食のPRにぜひご活用ください。
※動画は3月下旬頃、当ビューローホームページに掲載予定です。



写真は一例です

写真は一例です

［レストラン ル ポルト］
米子コンベンションセンター１階

０８５９-３５-８１６６（内線 2191） http://leport.org/

コンベンションセンターご利用の際は
便利なルポルトをご利用ください。
お弁当はもちろんケーキやサンドイッチ、
コーヒーなどの飲み物を会議室まで
お運びいたします。

コンベンションセンター1F

※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。

昨年に引き続きオンライン
での実施となりましたが、学
会・大会の主催者や訪日イ
ンセンティブツアーを取扱う
旅行会社から開催地の選
定状況や今後の開催形式
などを聞き取り、鳥取県内
の受け入れ体制や当地の
魅力について説明しまし
た。今後ともこのような活動
を通して、コンベンション誘
致推進に努めてまいります。

感染症予防対策助成金制度を継続します

第31回国際MICEエキスポ
IME2022 Onlineに出展しました
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2022年度事業計画

●学術会議、一般大会、スポーツ大会、企業コンベンション、
　海外インセンティブツアー、合宿の誘致推進
●県内主催者、スポーツ競技団体本部へのコンベンション開催
　意向調査や各種商談会への出展など

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、当助成金制度を一部改正の上2022年度も継続します。対象は2023年3月末までに鳥取県内で
開催される中国ブロック以上のコンベンションで、交付条件等は下記をご確認ください。申請方法等の詳細は当ビューローまでお問合せください。

●コンベンション開催助成金の交付対象のもの（合宿を除く）

●2022年4月1日～2023年3月31日

●コンベンション開催に伴う新型コロナウィルス感染症予防対策に係る経費

●2021年10月31日までにコンベンション開催助成金交付申請を申し出ているもので、新型コロナウ
イルス感染症の影響によりコンベンション開催助成金交付要綱第3条（2）の条件（県外からの延べ
宿泊者数が学会は100人以上、一般・スポーツ大会は200人以上）を満たさなくなったもののうち、
参加者が50人以上かつ県内の宿泊施設に宿泊する県外在住の参加者が延べ50人以上あるもの

参加者数 50人～499人 
10万円 30万円

500人以上
上限額

助成金額
助成対象経費の実費とし、
上限額は右表のとおり

（2022年2月16日～17日）

助成対象

対象期間

助成対象経費

●主催者への物的支援と参加者へのおもてなし
●感染症予防対策支援助成金の交付など

●参加者アンケート調査および経済的波及効果の推移調査
●「コンベンション事業説明会・交流会in中部」の開催など

●ホームページ等による情報発信や、機関紙「Heart Field」の発行
●大会歓迎ステッカーや文化・観光施設優待割引券（WEB版）の作成など

2022ピックアップコンベンション

H e a r t f i e l d  T O T T O R I  V o l . 7 1

 PICK UP CONVENTION 今後開催されるコンベンションをご紹介します。 TOPICS
T C B活動報告＆お知らせ

学術集会長
鳥取大学医学部循環器・内分泌代謝内科 教授

山本一博

日本心エコー図学会第33回学術集会
日 程 2022年4月8日（金）～10日（日）
会 場 米子コンベンションセンター
参加者数 約1,000名　　

　この度、日本心エコー図学会第33回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。鳥
取県での開催は初めてです。
　わが国では令和元年１２月に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器
病に係る対策に関する基本法」が施行され、これを受けて鳥取県は47都道府県の中でも3本の指
に入るスピードで循環器病対策推進計画をまとめました。この計画に沿って、心疾患患者に対する
取り組みを強化するための色々な活動が求められていますが、その中で重要な位置づけにあるの
は心疾患の早期発見、早期治療開始です。心エコー図検査は超音波を使う検査で被曝の心配が
無く、簡便に実施できることから、心疾患の早期発見に最も役立つ方法です。また、治療効果を評
価するうえでも有用な検査ですし、治療ナビゲーションとしても必須となってきました。
　本学術集会が、参加者にとって今後の診療や研究をさらに向上させることに結び付くよう準備を
進めてまいります。

一般社団法人
日本ヨーガ療法学会理事長

木村慧心

第20回日本ヨーガ療法学会研究総会
日 程 2022年5月20日（金）～21日（土）
会 場 米子コンベンションセンター

参加者数 約300名（オンライン含め約1,000名）
※現地参加+オンラインのハイブリッド開催

　一般社団法人日本ヨーガ療法学会は、学会本部がある米子市で、第20回の記念研究総会を開
きます。本大会は、2021年に沖縄県那覇市、2020年に北海道札幌市でオンラインで開催しました
が、米子大会は少人数の対面参加とオンライン参加のハイブリッド開催になります。今年は“自然療
法”のヨーロッパを代表するドイツのシャリテ・ベルリン医科大学自然療法科教授アンドレアス・ミ
ヒャールゼン先生にご講演を賜ります。国内ではヨーガの医学面での研究構造化抄録を厚労省の
統合医療サイトに掲載してくださった島根大学医学部附属病院臨床研究センター長・教授の大野
智先生に「医療現場におけるヨーガ療法の位置づけと役割」というご講演を賜ります。その他、地域
振興に関するシンポジウムや薬物依存症からの回復支援、精神疾患からの社会復帰を目指すヨー
ガ療法の実践をテーマとする分科会も開催されます。ヨーガ療法士による研究発表も行われます。
会員以外の方の参加も可能ですので、お待ちしております。

誘致推進事業
6,715千円

開催支援事業
15,538千円

調査企画事業
1,603千円

広報宣伝事業
2,150千円

コンベンション開催助成金 41,750千円


