
～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

2021年7月30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7月2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41回中国地区中学校バドミントン選手権大会

第49回中国中学校ソフトテニス選手権大会

第65回中四国学生バドミントン選手権大会

第73回中国卓球選手権大会

全国ホープス西日本ブロック卓球大会

第64回全日本社会人バドミントン選手権大会

山陰海岸ジオパーク第10回岩美キッズトライアスロン全国大会

第18回日本乳癌学会中国四国地方会

第33回鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会

第69回日本心臓病学会学術集会

第60回中国合唱コンクール

令和3年度中国・四国ブロック商工会青年部交流会（鳥取大会）

第37回中国地区小学生バドミントン選手権大会

第4回全日本社会人O-40バスケットボール選手権大会中国ブロック予選
第4回全日本社会人O-50バスケットボール選手権大会中国ブロック予選

第73回日本ハンドボール選手権大会中国地区大会
及び男子第66回・女子第49回中国一般ハンドボール選手権大会
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　この度、第69回日本心臓病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。
ここ山陰地方での開催は69回の歴史の中で初めてです。
　わが国の死因を見ると心疾患が2位に位置しており、心疾患が国民、社会に大きな影を
落としていることは言を待ちません。また高齢の患者さんが増加していることもあり病態が複
雑化しており、画一的な治療ではなく、各患者さんに合わせた多様性のある対応が求めら
れています。本学術集会は、心疾患に関する新しい知見に結びつく研究成果を議論し、ま
た議論を通じて新しい着想のヒントをつかみ、参加者が今後の診療や研究をさらに向上さ
せることに結び付けていただくことを目指して開催されます。現在プログラムの最終調整を
行っており、良い学術集会となるように努めてまいります。

大 会 名 称

鳥取市

鳥取市

鳥取市

倉吉市

鳥取市

鳥取市、他

岩美町

米子市

鳥取市

米子市

鳥取市

米子市

鳥取市

米子市

境港市

ヤマタスポーツパーク 鳥取県民体育館

ヤマタスポーツパーク テニス場

鳥取産業体育館

倉吉体育文化会館

ヤマタスポーツパーク 鳥取県民体育館

ヤマタスポーツパーク 鳥取県民体育館、他

大谷海岸及び網代新港周辺

米子コンベンションセンター

ヤマタスポーツパーク、湖山池周辺

米子コンベンションセンター、米子市文化ホール

とりぎん文化会館

米子コンベンションセンター

ヤマタスポーツパーク 鳥取県民体育館

米子産業体育館

境港市民体育館

第６４回全日本社会人バドミントン選手権大会

　この度「第64回全日本社会人バドミントン選手権大会」を鳥取県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が一堂に会し、社会人の日本一を決定する我
が国のバドミントン界における最大級の大会であり、全国から1,２00名を越す選手が参
加されます。
　さて、昨今のバドミントン日本代表選手の活躍は目覚ましいものがあり、リオデジャネイロ
オリンピックでの活躍の後も多くの国際大会において好成績を上げており、今年の東京オ
リンピック・パラリンピックでも活躍が期待されています。本大会は、まさにその日本代表選
手も参加する大会であり、観て楽しく、そして生涯スポーツとしても広く親しまれているバドミ
ントンの、日本トップレベルの試合を間近で観戦いただくことのできる絶好の機会です。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ので、ぜひお出かけください。

日 程 2021年9月3日（金）～8日（水）
会 場 【第１会場】ヤマタスポ－ツパ－ク 鳥取県民体育館

【第2会場】鳥取産業体育館
【第3会場】倉吉体育文化会館

参加者数 約1,200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。

�月

�月

学術集会長

山本 一博
（鳥取大学医学部循環器・内分泌代謝内科 教授）

鳥取県バドミントン協会会長

福浜 隆宏

第69回日本心臓病学会学術集会
日 程 2021年9月17日（金）～19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 約3,000名（オンライン含む）
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ハートフィールドとっとり

※現地参加＋オンラインのハイブリット開催

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   



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

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、感染症予防対策支援助成金制度を一部改正しました（対象期間の延長・条件の緩和・助成上
限額の変更等）。改正後の助成金制度についてご紹介します。申請方法等、詳細はお問合せください。

当ビューローの賛助会員の中から、コンベンション開催に必要な感染症予防対策として
①アクリル板②体温計③消毒液④オンライン配信の各項目について対応可能な事業者様を
一覧にまとめ、ホームページにて公開しております。
※感染症予防対策支援助成金・新型コロナウイルス感染症対策対応事業所（賛助会員）についての詳細は、
　ホームページ（www.t-cb.jp）の「プランニングガイド」／「新型コロナウィルス感染症対策関連」よりご確認ください。

・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）

・2021年7月1日～2022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
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2020年度事業報告

 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。 TOPICS TCB活動報告＆お知らせ

　鳥取県初開催となる本大会は全国から86組(162名)
の選手の参加があり、検温、マスク着用の徹底、消毒、飛
沫防止、換気などの感染症対策を講じた上での実施とな
りました。当ビューローでは消毒液及び会場看板の提供
に加え、消毒、飛沫防止シートの設置、混雑緩和等の感
染症対策のもと会場内での地元お土産物販売スペース
の設置を致しました。

・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

（例示）飛沫防止パネルの制作、非接触型体温計等の購入／ハイブリット開催のための映像
配信機材、設備等のレンタル（オペレーター費用含む）、Wi-Fi環境の設備等に伴う経費／
ソーシャルディスタンス確保のための追加会場費(全会場費の30%を上限)、等

当ビューロー理事会、評議員会において2020年度事業報告及び決算について承認されました。
2020年度は各事業とも新型コロナウィルス感染症拡大の影響を大きく受ける結果となりましたが、今
後も地域活性化のため効果的な事業推進に努めてまいります。事業報告詳細はホームページ
（www.t-cb.jp)の「財団情報」／「組織情報」からご確認ください。

開催
報告

第1回全国ダンススポーツ
競技会鳥取大会

感染症予防対策支援助成金制度を改正しました

助成対象

対象期間

助成
対象経費

日 程 2021年4月18日（日）
会 場 米子産業体育館
参加者数 230名（選手・関係者・観客含む）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて現地(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
での開催となりました。会場ではサーマルカメラによる検
温、マスク着用の徹底、飛沫防止、換気、身体的距離の
確保などの感染症対策を実施し、通信等の目立ったトラブ
ルなく終了しました。現地参加者の方々からは、参加者同
士の活発なコミュニケーションにより更に議論を深めるこ
とができた、とのお声を頂きました。当ビューローからは助
成金交付に加え、現地にお越し頂いた方への歓迎の意を
込めて地元特産品のプレゼントを企画しました。

第25回日本医療情報学会
春季学術大会

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 現地参加 254名（全体参加約1,533名）
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新型コロナウイルス感染症対策取扱い事業所（賛助会員）を紹介しています
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参加者数

県外参加宿泊者数

上限額

50人～199人 

25人以上 25人以上25人以上

100,000円 300,000円 500,000円

200人～499人 500人以上
助成金額

助成金の額は助成対象経費の実費とし、
上限額は右表のとおり


