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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

～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

9:00～17:00（最終入園：16:30）

【大人】1,000円　【小中学生】500円（4月～11月）

TEL.0859-48-3030

営業時間  

入園料   

■最新情報はこちらをチェック!!   http://www.tottorihanakairou.or.jp/

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

2021年3月20日発行

2 0 2 1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
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3月10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。

※参加者数200人以上のものを抜粋2021コンベンションカレンダー �������������������

第1回全国ダンススポーツ競技会鳥取大会

第64回中国高等学校ラグビーフットボール大会

第43回西日本軟式野球大会（１部）

皆生・大山SEA TO SUMMIT2021

第20回SUN-IN未来ウオーク

第55回華道家元池坊中国五県連合花展

令和3年度中国地質調査業協会技術講演会

第61回中国高等学校テニス選手権大会

令和3年度中国地区スポーツ推進委員研修会

高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部・2部）中国予選会

第73回中国卓球選手権大会

第68回中国高等学校卓球選手権大会

第58回日本手術看護学会中国地区
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4月

5月

6月

開 催日

　この度「第１回全国ダンススポーツ競技会鳥取大会」を開催いたします。平成２６年に公
益社団法人「日本ダンススポーツ連盟」の都道府県組織として発足し、ダンススポーツの
普及とスポーツを通して会員及び県民の皆様の一生涯の生きがいと健康増進を図ること
を目的に、各種事業を行っておりました。鳥取県はダンススポーツ人口も少なく、今までは競
技人口の拡大を図るため小規模の普及競技会を行ってきましたが、この度初めて日本ダン
ススポーツ連盟公認競技会を行うこととなりました。競技会では主に近畿・中国・四国地域
から選手が参加し初心者から上級者まで各種目及び級区分毎に競技を行います。見学は
無料ですので、普段なかなか見られないワルツ・タンゴ・サンバ等の演技を是非ご覧くださ
い。コロナ禍で各種スポーツ大会が中止又は延期になっている現在ですが、コロナ感染症
予防対策をしっかり行い開催する予定です。宜しくお願いします。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）  

当ビューローとNPO法人未来との共催で2021年6月4日（金）・5日（土）に開催を予定していた「アジア・ウォーキン
グ・フェスタフォーラム」は、新型コロナウィルス感染症の影響により海外招請者の入国の目途が立たない点等を考
慮し、2022年に再延期することといたしました。プログラム等詳細につきましては、改めて本紙及びホームページにて
ご案内させていただきます。なお、併催予定であった第20回SUN-IN未来ウォークは6月6日（日）に開催いたします。アジア・ウォーキング・フェスタフォーラム

【再延期のお知らせ】

大 会 名 称

スポーツクライミング第7回ボルダリングユース
日本選手権2021倉吉大会

第25回日本医療情報学会春季学術大会シンポジウム2021in米子
※現地参加＋オンラインのハイブリット開催

第68回中国高等学校サッカー選手権大会
第10回中国高等学校女子サッカー選手権大会

第61回全日本実業団男子・女子ソフトボール選手権大会
中国地区予選会
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鳥取県立米子産業体育館

鳥取県立布勢総合運動公園

どらドラパーク米子市民球場、他

大山・皆生周辺

鳥取県中部周辺

鳥取県立鳥取産業体育館

米子コンベンションセンター

鳥取県立布勢総合運動公園テニス場

米子市公会堂、鳥取県立米子産業体育館

どらドラパーク米子市民球場、他

鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場、他

鳥取県立布勢総合運動公園 鳥取県民体育館

鳥取県立布勢総合運動公園 鳥取県民体育館

米子コンベンションセンター

鳥取県立倉吉体育文化会館

米子コンベンションセンター

※現地参加＋オンラインのハイブリット開催
大会長

近藤 博史
（鳥取大学医学部附属病院医療情報部 教授）

第25回日本医療情報学会
春季学術大会シンポジウム2021 in 米子

　この度、第25回日本医療情報学会春季学術大会を開催させて頂くことになりました。
大会のテーマは「これからはじまるmedical DX（医療DX）」です。近年、音楽や書籍のデ
ジタル化が世の中の仕組みを大きく変えてきています。このようなデジタル化による社会
変革をDX：Digital Transformationと呼んでいます。
　医療分野でも診療記録が「電子カルテ」になり、地域医療連携、オンライン診療と新た
な仕組みができています。鳥取大学でも国立大学病院で最初に電子カルテを100％稼
働させ、地域医療連携も「おしどりネット」が10年前から稼働しています。おしどりネットは
医療機関の電子カルテ情報（検査結果、処方や画像検査等）を患者さんの同意を得て
共有するもので患者さんにより良い医療を提供します。今後は「モバイルヘルス」と言っ
て、生活習慣病など病気になる前から介入する医療や人工知能の応用が進みます。この
ような医療情報の将来を議論する学術大会です。

日 程 2021年6月10日（木）～12日（土）
会 場 米子コンベンションセンター

参加者数 約500名

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

�月

�月

大会競技委員長
前田 博

（鳥取県ダンススポーツ連盟 会長）

第1回全国ダンススポーツ競技会鳥取大会
日 程 2021年4月18日（日）
会 場 鳥取県立米子産業体育館

（一般観覧無料）
参加者数 約300名

��� ���
ハートフィールドとっとり

お知らせ

賛 助 会 員 募 集 中



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

感染症対策の一環として消毒液の無料提供を始めました。コンベンション開催時にぜひお役立てください。

 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

0 1

TCB活動報告＆お知らせ

※対象期間：2021年4月1日から9月30日まで

（中国ブロック規模以上のコンベンション対象）

※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。

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

画像提供：一般財団法人 鳥取県サッカー協会

支部長 飯田 耕一郎（実行支部 華道家元池坊鳥取おおち支部）

　第55回華道家元池坊中国五県連合花展が「砂に風 花に光 心に
想い 生きているあかし」をテーマとして、鳥取市に於いて下記のとおり開
催する運びとなりました。この花展は、中国五県を持ち回りとして2年に
一度開催されますが、10年前は米子市で開催いたしましたので、鳥取市
での開催は20年ぶりとなります。また、お家元はもとより、中国五県の各
支部から約400名の会員が集まり、一同にお花を展示いたします。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々な行事が中止や延期
となる中、国・県などの感染対策発表を参考にしながら、当花展において
も独自のガイドラインを策定し、準備しております。
　各県からお越しの池坊会員の方々や、ご観覧にお越しいただく皆様方
に安心してご来場いただく花展となるよう、支部員一同努めて参ります。
　皆様のお越しを心よりお待ちしております。

学会・大会主催者の皆様向けに、コンベンション開催時の感染症対策で特に大切なポイントをまとめたチェックリストを作成
し、県内の主催団体の皆様へ配布いたしました。当ビューローのホームページにも掲載しておりますのでご活用ください。

　国際MICEエキス
ポは、国際会議及び
国内の学会・大会・イ
ンセンティブツアーな
どの主催者や企業、
全国のコンベンショ
ンビューロー等が商
談を行う国内最大級
のMICE商談会です。今回は新型コロナウイルス感染拡
大の影響によりオンライン形式での実施となりましたが、
事前アポイントを頂いた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。

　県内初開催となった本大会は、
勝ち上がってきた16チームのうち
4チームが鳥取の地に集い熱戦が
繰り広げられました。当ビューロー
は消毒液及び歓迎バナーを提供
し、安心・安全な開催、おもてなし
ムードの創出に協力致しました。

�月

開催
報告

第55回華道家元池坊中国五県連合花展 新型コロナウィルス感染症対策に関するお知らせ

第30回国際MICEエキスポ
IME2021Onlineに出展しました

コロナ禍におけるコンベンション開催チェックリストの作成

0 2 コンベンション開催助成金交付予定の団体を対象に、感染症予防に要する経費を助成いたします
（参加規模により上限30万円まで）。その他条件等詳細はお問合せください。

新型コロナウィルス感染症対策支援助成金の新設

0 3 消毒液の無料提供

◎2021年2月24日（水）～26日（金）

皇后杯 JFA 第42回
全日本女子サッカー選手権大会 3回戦

日 程 2021年6月12日（土）～13日（日） 時 間 午前10時～午後5時（13日は午後4時まで）
会 場 鳥取県立鳥取産業体育館（一般観覧無料）

【開催日】2020年12月12日（土） 【会場】Axisバードスタジアム
【参加者数】約220名（選手・関係者）/観戦者：530名（2試合計）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け当初の6月から会期を
変更し、一部の演者と座長のみ会場から配信というWeb開催のか
たちで行われました。会場ではサーマルカメラによる検温、マスク着
用、消毒など様々な感染症対策を講じた上で実施し、通信等の目
立ったトラブルもなく終了しました。今後も当ビューローは1件でも多
く安心・安全に県内でコンベンションを開催していただけるよう取り
組んでまいります。

第35回日本老年精神医学会
【開催日】2020年12月20日（日）～22日（火）
【会場】米子コンベンションセンター
【参加者数】現地参加 約50名（Web登録 約1,200名）

参加者数 約400名

2021年度事業計画
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◎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、合宿の誘致推進

◎中国・四国地区コンベンション誘致懇談会等、各種商談会への出展など

誘致推進事業 千円6,706

◎主催者への物的支援と参加者へのおもてなし
◎新型コロナウィルス感染症対策支援助成金の交付など

開催支援事業 千円11,938

◎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

調査企画事業 千円1,795

◎ホームページ等による情報発信  ◎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

広報宣伝事業 千円2,150

コンベンション開催助成事業 千円45,000


