2021・2022コンベンションカレンダー
開 催日

11月

開催施設

300

米子市

米子コンベンションセンター

6〜7

第4回全日本少年秋季軟式野球中国大会

160

鳥取市

ヤマタスポーツパーク 野球場

6〜7

第70回中国総合男子ソフトボール選手権大会

200

6〜7

第37回レーザー全日本マスターズ選手権大会

150

境港市

境港公共マリーナ

第66回日本生殖医学会学術講演会・総会

2,000

米子市

米子コンベンションセンター、米子市文化ホール

第37回氷温研究全国大会

200

米子市

米子コンベンションセンター

第60回日本臨床細胞学会総会秋期大会

3,500

米子市

米子コンベンションセンター、米子市文化ホール

26

第75回中国地方弁護士大会

150

米子市

米子コンベンションセンター

28

皇后杯 JFA 第43回全日本女子サッカー選手権大会 1回戦

150

鳥取市

Axisバードスタジアム

2021フジパンCUP第45回中国少年サッカー大会

500

鳥取市

ヤマタスポーツパーク競技場、球技場

第30回規則性多孔体セミナー

150

鳥取市

鳥取大学鳥取キャンパス

17〜19

第49回全国高等学校選抜卓球大会中国地区予選会

500

鳥取市

ヤマタスポーツパーク 鳥取県民体育館

18〜19

第17回中四国放射線医療技術フォーラムCSFRT2021

150

米子市

米子コンベンションセンター

12〜14

令和3年度中国高等学校バスケットボール新人大会

900

鳥取市

ヤマタスポーツパーク 鳥取県民体育館

28〜2

日本きのこ学会第24回大会

200

米子市

米子コンベンションセンター

9〜11

第61回航空原動機・宇宙推進講演会

200

米子市

米子コンベンションセンター

11〜12

4〜5

3月

開催地

第73回中国四国小児科学会

20〜21

2月

               

参加者数

6〜7

18

12月

大会名称

6

米子市、
他 米子市民球場、他

  

ハートフィールドとっとり
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PICK UP CONVENTION

今 後 開 催されるコンベンションをご 紹 介します。

月

第66回日本生殖医学会学術講演会・総会
日程

2021年11月11日
（木）
・12日
（金）

会場

米子コンベンションセンター・米子市文化ホール
※現地参加+オンラインのハイブリッド開催

参加者数

※上記カレンダーは10月1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。

賛 助 会員募 集中

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

会長

原田 省

約2,000名（オンライン含む）

（鳥取大学医学部附属病院

病院長）

〒683-0043 鳥取県米子市末広町294番地

年会 費

一口 2 万 円（一口以上）

TEL（0859）39-0777［平日のみ］

第66回日本生殖医学会学術講演会・総会を米子で開催させていただくことになりました。

FAX（0859）39-0700 E-mail welcome@t-cb.jp

学会のテーマは Towards A Sustainable Reproductive Medicine としました。生殖

URL https://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。

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。

医療の社会的な側面として注目されるのは、令和2年12月に生殖補助医療により生まれ
た子の親子関係に関する民法の特例に関する法律が成立したことです。これに先立っ
て、本会では提供配偶子を用いる生殖医療の提言を改訂しました。わが国で提供配偶子
を用いた生殖医療が適切に行われていくための課題解決や指針となるような教育講演や

〜美しい花々に癒されてみませんか〜

シンポジウムを組みました。また、不妊治療の保険適用が目前に迫っています。この問題
についても、
シンポジウムを企画して現実的な討論がなされることを期待しています。
特別企画としては、
テレビでお馴染みの討論番組の出演者に登場していただいて、産
婦人科医療や不妊治療について熱く意見を戦わせてもらいます。ぜひお楽しみにしていた

月
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/

だきたいと思います。

第60回日本臨床細胞学会秋季大会
日程

2021年11月20日
（土）
・21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
※現地参加+オンラインのハイブリッド開催

参加者数

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。

約3,500名（オンライン含む）

学術集会長

廣岡 保明

（鳥取県立中央病院 院長）

この度、第60回日本臨床細胞学会秋期大会を20年ぶりに米子で開催させていただく
こととなりました。
現在の我が国における死因の1位はがんであり、生涯に2人に1人はがんに罹患すると
言われております。そのため、
がんによる死亡率を減少させる目的で種々のがん検診（人
間ドック・含）
が行われています。例えば、子宮頸がん検診では内診や頚部の細胞診でが
ん細胞の有無をチェックしています。この細胞診とは、身体から採取された検体（子宮頚
部の擦過や喀痰、等）
の中にがん細胞が有るか無いかを顕微鏡で判断するもので、
がん
検診のみならず通常の診療でも行われ、現在の医療には必要不可欠な診断法です。本
学会ではその知識、技術のみならず細胞診の質向上のための研究内容を議論すること

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

会席料理 イチョウ

営業時間 AM 9:00〜18:00

で、参加者が今後の診療や研究を発展向上させることを目的に開催され、現在鋭意準備
中です。現在、
コロナ禍のため現地で開催すると共に、WEBを通じて配信する予定です。

食事時間 AM 11:00〜14:00

Heartfield TOTTORI Vol.70

Heartfield TOTTORI Vol.70

月

PICK UP CONVENTION

T C B 活 動 報 告＆お 知 らせ

第７0回中国総合男子
ソフトボール選手権大会
日程

2021年11月6日
（土）
・7日
（日）

会場

どらドラパーク米子市民球場、他
約200名

賛助会員の皆様へ

1

鳥取県ソフトボール協会
会長

TOPICS

出西 弘道

CONVENTION REPORT
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鳥取県内で開催されたコンベンションをご紹介します。

第69回日本心臓病学会学術集会
【 開 催 日 】2021年9月17日
（金）
〜19日
（日）【参加者数】現地参加約300名(全体参加約3,000名)
【 会 場 】米子コンベンションセンター、米子市文化ホール
※現地(会場)とオンラインの両方から参加ができるハイブリッド形式での開催

山陰地方初開催となる本学会は新型コロナウイルス感染症対策としてハイブリッド形式で行われ
ました。現地で参加された方からは対面で活発な議論ができたことに加え、
自然豊かな鳥取県を感じる
ことができて良かった、
というお声を頂きました。感染症対策上、会場内でのお土産物販売も難しい
中、当ビューローでは鳥取県ＰＲとして二十世紀梨ジュースをはじめ地元特産品の提供を行いました。

2

TOPICS

3

TOPICS

第73回中国卓球選手権大会
【 開 催 日 】2021年8月21日
（土）
・22日
（日）
【 会 場 】倉吉体育文化会館
【参加者数】523名（選手・関係者含む）

中国地方各地から約500名の選手を迎
え、感染症対策を十分に講じた上で開催さ
れました。選手の方々が日ごろの練習の成
果を存分に発揮された大会となりました。

当ビューローホームページでは、賛助会員の皆様が主催、
または共催するイベント等をご紹介しております。イベント
ニュースは随時募集しておりますので、掲載を希望する賛助会員様は、当ビューローまでお問い合わせください。
掲 載 可 能な
内容

◎ホテル・旅館の期間限定の宿泊プラン
◎飲食店などの期間限定のランチ・ディナーフェア
◎観光施設の集客目的のイベントや企業の促進イベント等

コンベンション関係者の皆様へ
当ビューローホームページでは、賛助会員コーナーを設け、全ての賛助会員の皆様を業種
別に紹介しております。賛助会員イベントニュースと併せてぜひご覧ください。

鳥取県文化・観光施設優待割引webクーポン「とりトク」
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。
コンベンション開催の際にはぜひご利用ください。

感染症予防対策支援助成金制度をご活用ください
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、2022年3月末までに鳥取県内で開催される中国ブロック規模以上
のコンベンションを対象に感染予防対策助成金制度を設けています。申請方法等、詳細はお問合せください。助成額は当
ビューローホームページからもご確認頂けます。

4

助 成 対 象

◎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）
◎2020年9月30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
ナウィ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、参加者数が50人以上かつ県内で宿泊を伴う県外在住の参加者が25人以上あるもの

対 象 期 間

◎2021年7月1日〜2022年3月31日

助成対象経費

◎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

助 成 金 額

◎参加者数に応じ上限50万円まで

TOPICS

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。

写真は一例です

詳 し くは
コチラ

この度「第７０回中国総合男子ソフトボール選手権大会」
を米子市で開催する運びとなりました。この大会は、
日本を代表する選手を多
数輩出しているクラブ、実業団及び若さ溢れる大学のチームが出場する中国地区最大級の大会です。
今年は、
２０２０東京オリンピック・パラリンピックが成功裏に終わり、野球ソフトボール競技での女子ソフトボールの金メダル獲得は、多くの
国民とりわけソフトボール愛好者には大きなインパクトを与えてくれました。男子の競技はまだオリンピックに採用されていませんが、実力は女
子と共に世界ランキングのトップであります。
さて、国民の老若男女を問わず愛好者が多いソフトボールは、近年、
より一層その魅力を増幅させるべくルール改正や競技場のフェンス
等の整備も進化させ、一段と醍醐味を増してきました。
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。

〜イベントニュースを募集しています 〜

詳 し くは
コチラ

参加者数

開催
報告

TOPICS
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今後開催されるコンベンションをご紹介します。

コンベンシ
ョン
センター

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/
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鳥取 クに
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喫！

