
鳥取県倉吉市上井195-12 JR倉吉駅ビル２階

白壁土蔵群の観光ガイドいたします！（要予約、料金：ガイド1名につき、2時間以内2,000円）

エキパル倉吉１階多目的ホール
 （JR倉吉駅１階）
ホテルセントパレス倉吉
 （駅から徒歩１分）
倉吉シティホテル
 （駅から徒歩８分）
倉吉未来中心
 （駅からバスで約10分）

エキパル倉吉１階多目的ホール
 （JR倉吉駅１階）
ホテルセントパレス倉吉
 （駅から徒歩１分）
倉吉シティホテル
 （駅から徒歩８分）
倉吉未来中心
 （駅からバスで約10分）

倉吉観光情報

倉吉白壁土蔵群

検索

〒683-0022 米子市奈喜良248-4

TEL.0859-26-1511 FAX.26-1512
お問合せ先

創業明治35年の伝統と匠の技、上質な味をご堪能下さい

米子ワシントホテルプラザ
〒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
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輝く未来につなぐ看護の力
～疾病や障がいとともに“私らしく生きる”を支える～

2016年

11／10●木・11●金

《大山 》

《鳥取砂丘》

鳥取県米子市
米子コンベンションセンター／米子市文化ホール

会 

場

日時・会場

11月10日木 11月11日金
基調講演

輝く未来につなぐ“看護の力”
坂本　すが 

地域・伝統文化教育関連企画

因幡の傘踊り

特別講演【一般公開】

疾病や障がいとともに
           　 “私らしく生きる”
川端　美樹 

志村季世恵 

交流集会Ⅰ

糖尿病と生きるを支える外来看護
小泉　麻美 
多田　朋子 

多田　朋子 

鼎談

看護の未来を語ろう
坂本　すが 
間宮　直子 

交流集会Ⅱ

認知症高齢者と
   家族の尊厳を支える看護とは
桑田美代子 
鈴木みずえ 

交流集会Ⅲ

がんになっても働き続けるために
     私たち一人ひとりにできること
飯嶋由香里 
河内　康江 

教育講演

発達障害の理解と対応
     ～こどもと家族を支える～
小枝　達也 

論文作成支援講座

論文作成のポイントと倫理的配慮／
文献検索の基礎知識
日本看護協会学会委員、日本看護協会図書館司書

前田　隆行 

シンポジウム

看護の力をまちづくりに活かす
田中　明美 
吉松　泰子 

主催■ ／ 学術集会会長■ ／公益社団法人日本看護協会・公益社団法人鳥取県看護協会 日本看護学会

７月22日（金）～10月３日（月）２月１日（月）～６月14日（火）

虎井 佐恵子

大山

松葉ガニ

二十世紀梨

明治大学全国校友
第52回

明治大学校友会鳥取県支部事務局
JTB 中国四国鳥取支店 〒680‒0846 鳥取市扇町 60
TEL 0857‒22‒8851 FAX 0857‒24‒7228

お申込窓口

前 夜 祭

岸本辰雄先生
資　料　展
会場：とりぎん文化会館

支部長・幹事長・地域支部長
本部員懇談会

第２部　記念講演

第３部　懇 親 会

17：00～19：00　同上

14：30～　ホテルモナーク鳥取

テーマ 「鳥取出身・明治大学創立者
　　　　 岸本辰雄先生を語る」（仮）

村上一博氏

鼎  談 山泉　進氏
他

とりぎん文化会館

18：00～19：30　ホテルニューオータニ鳥取

15：00～16：30　同上

受付開始12：00～　式典13：30～
第１部　記念式典

11月 ・12日土 13日日
2016（平成28）年 11月12日（土）・13日（日）

鳥取大会

来なんせ、鳥取！
創立者 岸本辰雄先生のふるさとへ

コンベンションカレンダー

賛助会員募集中

開　催　日

1月

3月

12月
2016

2017

大　会　名　称 参加者数 開 催 地 開　催　施　設

12月

11月

第26回中国地区教職員バドミントン選手権大会

あいサポートとっとりフォーラム17

第17回全国福祉施設聴覚障害職員研修

低温氷温研究会

鳥取マラソン2017

第14回全国ホープス選抜卓球大会

第12回日本統合失調症学会
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28～29
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24～26

24～25

鳥取市

米子市

米子市

米子市

鳥取市

鳥取市

米子市

鳥取市民体育館

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

米子コンベンションセンター

鳥取市内

コカ・コーラウエストスポーツパーク

米子コンベンションセンター

賛助会員様へのサービス
1．コンベンションの主催者や参加者に対して、皆様の業務内容を優先的に紹介します。

2．ホームページで最新のコンベンション開催情報を一般公開されている情報より先の

　 情報まで提供いたします。

3．当ビューローのホームページ及び機関紙に会社名や業務内容を掲載します。

4．当ビューローが主催するコンベンションに関するセミナー、交流会等にご案内いたし

　 ます。

5．二口以上加入された場合、ホームページにバナー広告を無料で掲載いたします。

6．機関紙「ハートフィールドとっとり」への広告掲載（有料）ができます。

7．とりぎん文化会館、倉吉未来中心、米子コンベンションセンターのエントランスホール

　 にある「賛助会員コーナー」で御社のパンフレットを掲示いたします。

※⑤、⑥については掲載枠に限りがあります。お問い合わせください。

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） 〒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/

コンベンションに関する情報やお問い
合わせをお待ちしています。

コンベンションリポート

コンベンション期間中・開催後の様子

今年度鳥取県で開催されたコンベンションを紹介します

　毎年1回、全国各地で開催されるこの大会
は、まさに日本のアマチュア合唱団の最高峰
が集って開催される大会。この大会が今年は
鳥取市で開催されました。５０団体、2,400人
が２日間で四つの部門に分かれて演奏。各県
大会、地方大会の予選を勝ち抜いてきた団体
の演奏はいずれも
優劣をつけがたく
審査員の先生がた
はたいへんだった
ことと思います。
4,000人の聴衆が
集った梨花ホール
はまさに合唱のう
ずにつつまれた２
日間でした。

　「来なんせ鳥取！創立者岸本辰雄先生のふ
るさとへ」をキャッチフレーズに、大韓民国そし
て全国の明治大学卒業生並びに明治大学役
職者が、大学創立者の一人で初代校長岸本辰
雄先生の生誕地鳥取市に集い、親睦と交流を
深めました。
  記念式典・講演で
岸本先生の遺徳を
偲び、前夜祭・式典・
懇親会と３回にわ
たり校歌を声高ら
かに斉唱し、次年
度沖縄大会での再
会を誓って散会と
なりました。

　慢性期看護学術集会は、メインテーマを「輝
く未来につなぐ看護の力～疾病や障がいとと
もに“私らしく生きる”を支える」と掲げ開催し
ました。住み慣れた地域で疾病や障がいとと
もに、その人らしく暮らしていける社会づくり
のためには、医療の視点と生活の視点を持っ
た看護職が果たす役割がますます大きくなっ
ています。学術集
会では、研究発表
(415題)や交流集
会等で活発な意見
交換が行われ、慢性
期看護の未来に向
けての発信の学術
集会となりました。
会長　虎井　佐恵
子（公益社団法人鳥
取県看護協会 会長）

第69回
全日本合唱コンクール全国大会

第52回
明治大学全国校友鳥取大会

第47回
日本看護学会－慢性期看護－学術集会

第69回 全日本合唱コンクール全国大会

第52回 明治大学全国校友鳥取大会
（カニ汁サービス）

第47回 日本看護学会－慢性期看護－学術集会

日　　程　11月19日（土）～20日（日）
会　　場　とりぎん文化会館　
参加者数　2,400人 
主　　催　全日本合唱連盟、朝日新聞社

日　　程　１１月１２日（土）～１３日（日）
会　　場　とりぎん文化会館　他
参加者数　９５０人 （延べ１３００人）

日　　時　11月10日（木）・11日（金）
参加者数　2,949名（2日間延人数）
会場　米子コンベンションセンター、米子市文化ホール
主催　公益社団法人日本看護協会、公益社団法人鳥取県看護協会

ハートフィールドとっとり

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

vol.55
平成28年12月22日発行



TEL 0857－29－1111
〒680－0831 鳥取市栄町752

お集まりに便利
JR鳥取駅前 北口2分

豊富な宿泊プランの
リーズナブル スタイリッシュホテル

検索検索ホテルレッシュ鳥取

ホテルレッシュ鳥取駅前

ワールド
トレイルズカンファレンス
～2016鳥取大会～

１０月１４日㈮～１７日㈪
鳥取県立倉吉未来中心
（鳥取県倉吉市駄経寺町２１２-５）

ウォーキングによる地域づくり、健康づくりを話し合う国際会議

主会場

無料プログラム

10月15日㈯
10：00～11：00
オープニング
三浦雄一郎氏　記念講演
～夢を追い続けて、歩く～

11：00～12：00

世界のトレイル紹介
～世界のトレイル最前線～

有料プログラム

10月14日㈮
18：30～20：30　歓迎レセプション

10月15日㈯
14：00～15：30　分科会Ⅰ　シンポジウム「ウォーキングと健康」
16：00～17：00　分科会Ⅱ　講演「トレイル・ウォーキングと地域の活性化」
18：00～20：00　交流会
（※別途参加費（1,000円又は1,500円）が必要）

10月16日㈰
09：00～13：00　ウォーキング体験
14：00～15：00　分科会Ⅲ　「トレイルと文化・自然」
15：00～16：00　分科会Ⅳ　「トレイルと国際マーケティング」
16：30～18：00　クロージング

10月17日㈪
バスツアー（※別途参加費（5,000円）が必要）
山陰海岸ジオパークコース、日本遺産三徳山コース
日本遺産大山コース

有料プログラム参加費
5,000円

申込方法
　ウラ面の申込用紙にご記入の上、FAX又はメールによ
りお申し込みいただくか、WTC鳥取大会ホームページ
からお申し込みください。
申 込 先
　〒682-0802
　鳥取県倉吉市東巌城町２
　ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会実行委員会
　電　話：0858-23-3292、FAX：0858-23-3291
　メール：worldtrailsconference@pref.tottori.jp
　Ｈ　Ｐ：http://www.walkingresorttottori.org
※鳥取県在住の方については、歓迎レセプション、ウォーキング体験
を除く有料プログラム参加費は無料となります。（申込は必要）
　なお、交流会、バスツアーには別途参加費が必要です。

主催　ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会実行委員会
共催　関西広域連合（広域観光・文化・スポーツ振興局）　特別後援　新日本海新聞社　
後援　一般社団法人日本ウオーキング協会、一般社団法人全日本ノルディック・ウォーク連盟、特定非営利活動法人日本ロングトレイル協会　他

2013年　80歳にして３度目のエベレスト登頂を達成
（エベレスト登頂世界最高年齢登頂記録更新）
記念講演、各分科会は、同時通訳・手話通訳で開催します。

第　 回21第　 回21

開催日

開催地

公益社団法人 全日本トラック協会

倉吉 白壁土蔵群倉吉 白壁土蔵群

鳥取砂丘鳥取砂丘

平成28年10月6日（木）

中国トラック協会
（一社）鳥取県トラック協会   （公社）島根県トラック協会
（一社）岡山県トラック協会   （公社）広島県トラック協会   （一社）山口県トラック協会

米子コンベンションセンター
米子市文化ホール

大山大山

水木しげる記念館外観水木しげる記念館外観 ©水木プロ

2016
平成28年
スローガン

一、取引環境の改善及び長時間労働の縮減を図ろう

一、高速道路料金における大口・多頻度割引最大50％の恒久化
を実現しよう

一、参入基準の厳格化等規制緩和の見直しを促進しよう

一、原価管理に基づく適正運賃を収受しよう

一、交通・労災事故の防止及び環境・省エネ対策を積極的に推
進しよう

一、準中型免許の導入に伴う高校新卒者等の人材確保を図ろう

一、自動車関係諸税の簡素化・軽減を実現しよう

一、適正化事業の推進による法令遵守を徹底しよう

一、大規模災害発生時における緊急輸送体制を確立しよう

コンベンション開催支援制度のご案内
当財団では鳥取県内で開催されるコンベンションを対象に以下のような支援・助成制度を設けております。
会議・大会、スポーツ大会、合宿、企業コンベンションなど開催の際には是非ご活用ください。

開催助成制度

会議・大会
（スポーツ大会含む）

最高 500万円

助成対象
中国大会規模以上で、県外参加者が鳥取県内で延べ200泊以上（学術会議は100泊以上）する
会議・大会。

助成金額
県外者延べ宿泊数に応じて助成額を定めています。
※助成にあたっては行政からの補助金の有無、開催地、宿泊地等条件がございますので、詳しくは当財団へお尋ねください。
※助成金の他にも県外者延べ50泊以上から支援させていただきます。詳しくは当財団へお尋ねください。

開催助成制度
合　宿

最高 100万円

開催助成制度
企業コンベンション

最高 200万円

助成対象
社会人・学校のクラブ・サークル・ゼミ等で、県外者が
鳥取県内に延べ100泊以上する合宿。

助成金額
県外者延べ宿泊数に応じて助成額を定めています。
※合宿の内容、申請時期等により交付できない場合がありますので、
　詳しくは当財団へお尋ねください。

助成対象
鳥取県外に本拠地を置く企業が社内行事として主催する研修、
インセンティブ、スポーツ大会等の営利を目的としないもので、
県外者が鳥取県内に延べ100泊以上する企業コンベンション。

助成金額
県外者延べ宿泊数に応じて助成額を定めています。
※企業コンベンションの内容、開催地、申請時期等により交付できない場合が
　ありますので、詳しくは当財団へお尋ねください。

コンベンションリポート

コンベンション期間中・開催後の様子

今年度鳥取県で開催されたコンベンションを紹介します

　１０月１４日から１７日まで、倉吉未来中心を主会場に、ワール
ドトレイルズカンファレンス鳥取大
会を世界３３ヶ国・地域から参加者
を迎え開催しました。期間中、
ウォーキングによる地域づくり等に
ついての国際会議、県中部１市４
町を舞台としたウォーキング大会、
エクスカーションツアー等を開催
し、国内外から述べ４，５００人に参
加いただきました。今後、大会の成
果を活かし、鳥取県のスポーツ
ツーリズムを更に推進していくこ
ととしています。

　この大会では、全国のトラック運送事業者１，２００人が一同に介して、トラック
運送業が抱える人材確保・育成、交通安全対策等の
課題について、全体会議、分科会を通じて協議・検討
を行いました。県知事にもご出席していただき、あい
さつの中で「トットラ県にウエルカニ」と鳥取県を大
いにアピ－ルしていただきました。トラック運送事業
は、産業活動や国民生活に不可欠な存在となってお
り、人の身体に例えれば「大切な血液」です。大会に
出席した事業者は、国民、県民の方の信頼と信用を
得て「国民のライフラインを守る」というその重要な
「使命を果たすべく、一丸となって困難な課題を克服
し、課された責任を果たす決意を新たにしました。

ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会 第21回 全国トラック運送事業者大会

　「育種」とは生物を遺伝的に改良して新しい品種を作ることで
す。本大会は、年に春と秋の２度、開催している全国大会です。今
回は、9月23日(金)から9月25日(日)にかけて、全国の「育種」に
関する研究をしている約500名が、「食のみやこ鳥取県」に集ま
りました。鳥取大学鳥取キャンパスで、「育種」に関する研究及び
技術の進歩について、242題の講演と6テーマのシンポジウムが
開催され、活発な意見交換が行われました。近い将来、今回の発
表の中から新品種が生まれ、食を豊かにしてくれることでしょう。

　「教職員日本一」をめざし、全国から延べ2,000人
以上の教職員が計19種目にわたりバドミントンの覇
権を競った。参加者の中には元ナショナルチームの
選手、世界シニア大会での上位入賞者など強者ども
が夢のあと・・・連日熱戦が展開されました。開催時期
がちょうど、鳥取市の夏の風物詩「しゃんしゃん祭り」
と重なったこともあり、参加者は色鮮やかな傘と鈴の
音の織りなすコントラストを満喫していました。

一般社団法人 日本育種学会 第130回講演会・
第58回シンポジウム（平成28年度秋季大会）

第55回
全日本教職員バドミントン選手権大会

日　　程　10月14日（金）～17日（月）
会　　場　倉吉未来中心　他　
参加者数　4,500人 

日　　程　平成２８年１０月５日（水）、６日（木）
会　　場　米子コンベンションセンタ－及び米子市文化ホ－ル
参加者数　1,200名
主　　催　公益社団法人全日本トラック協会・中国トラック協会
　　　　　一般社団法人鳥取県トラック協会

日　　程　平成28年9月23日（金）～9月25日（日）
会　　場　鳥取大学鳥取キャンパス
参加者数　500人
主　　催　一般社団法人日本育種学会

日　　程　平成28年8月11日（木）～8月15日（月）
会　　場　コカコーラウエストスポーツパーク体育館　鳥取産業体育館
参加者数　2,100人
主　　催　公益財団法人日本バドミントン協会

ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会 第21回 全国トラック運送事業者大会 一般社団法人 日本育種学会 第130回講演会・第58回シンポジウム（平成28年度秋季大会）


