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PIERS 2018 Toyama
（2018年電磁波工学研究の進歩に関する国際会議）

　PIERS 2018 Toyamaは、米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本部を置く電磁波工学アカデミーが主催
する国際会議です。本国際会議では、光・電磁波・情報通信技術分野における世界各国の著名な研究者が富山
に集結し、光・電磁波分野に関する最新の研究成果の発表が行われます。
　なお、5日（日）には、一般の方々にも参加いただける市民講座（無料）を開催します。本講座では、電波の医療
分野への応用、無線による送電技術、高速移動通信などについて分かりやすくご講演していただきます。どう
ぞお気軽にご参加ください。

平成30年8月1日（水）～4日（土）
　　　　　8月5日（日）は市民講座を開催
参加予定者：1,200名　富山国際会議場・ANAクラウンプラザホテル富山
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コンベンションコンベンションコンベンション コンベンション開催報告

■日時：平成30年5月16日（水）～18日（金）
■会場：富山県民会館
■参加人数：約1,200名

　６月６日から８日の３日間に渡り、とやま自遊館にてNPO法人環境共棲住宅地球の会主催

で第９回日本の木の家づくりサミットin富山を開催しました。北は北海道から南は鹿児島まで

県内外250名（県外160名　県内90名）がここ富山に集まり有意義な勉強会を行いました。

　国産材を使い、本物の日本の住まいを作っている全国の工務店が２年に一度集まり、

各地の地場工務店の問題点・課題を話し合い互いに切磋琢磨しあっている全国大会です。

　今回は富山市八尾“八匠の会”から４名の方にご登壇頂き、長年に渡りおわら風の盆

にあった町づくり、家づくりに取り組んでおられる苦労話からいろいろ本音のお話までし

ていただきました。

　また、懇親会では八尾おわら保存会の方々におわら踊りと、砺波の越中いさみ太鼓保

存会の方々には力強い太鼓の富山の伝統文化を披露いただき、参加者の方々の拍手喝

采でぜひ本物のおわらの町流しを見たいとの声が会場のあちこちから聞かれました。

■日時：平成30年5月19日（土）～20日（日）
■会場：富山国際会議場大手町フォーラム
■参加人数：365名

　2018年5月19日（土）、20日（日）、日本弁護士連合会、中部弁護士会連合会、富山県弁

護士会の主催により、第28回全国付添人経験交流集会が開催されました。同集会は、少

年事件における弁護士の付添人活動の理解を深めるべく毎年行われており、今年は富山

が開催地となりました。

　福井大学子どものこころの発達研究センター友田明美氏による子どもの虐待防止に

関する講演、少年法の適用年齢引下げ問題や国選付添人制度に関する報告２題、さらに

分科会６題が行われ、活発な意見交換もなされました。今回は県外から325名、県内から

40名の参加があり、大変有意義な集会となりました。

　（公社）日本実験動物学会は実験動物およびその関連領域の学術の発展に寄与することを目的とする学術団体です。その年

次学術集会が今回、富山県で初めて開催されました。「実験動物科学 その多様性と調和」というテーマの下、特別講演、シン

ポジウムおよび一般講演（口演・ポスター発表）などとともに器材展示が行われ、国内外から集まった約1,200名の参加者によ

り情報交換と活発な討論が繰り広げられまし

た。また、顕著な功績を収めた方々の表彰も行

われました。参加された方々に富山の自然、酒、

料理、伝統芸能などを堪能していただき、多くの

方から「富山」を満喫でき、充実した大会であっ

たとのうれしい声をいただきました。

■日時：平成30年6月6日（水）～8日（金）
■会場：とやま自遊館
■参加人数：約250名

1 第65回日本実験動物学会総会（65th JALAS in TOYAMA）

2 第28回全国付添人経験交流集会

3 第9回日本の木の家づくりサミットin富山

歓迎看板：富山きときと空港

歓迎看板：富山駅
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富山型MICE講座を開催
『MICEで成果をあげるための地域づくり』

第65回日本実験動物学会総会（5月16日～17日）
富山県民会館
インフォメーションコーナーでのボランティア

第65回日本実験動物学会総会（5月16日～17日） 
富山県民会館
クロークでのボランティア

第28回全国付添人経験交流集会（5月19日～20日）
富山国際会議場
インフォメーションデスク

　5月20日（日）と21日（月）の2日間、富山県の主催で当財団の賛助会員交流セミナーを兼ねた「富山型
MICE講座」が開催され、ホテルや旅行会社など様々な業種・団体等から約100名程の参加がありました。
　本講座では、MICE［meeting（企業などの会議・セミナー）、incentive　tour（報奨旅行）、conven-
tionまたはconference（学会・国際会議）、exhibitionまたはevent（展示会・イベント）の頭文字から
の造語］を新たなビジネスチャンスにするためにどう取り組んでいくか、ミーティングの専門家である
MPI Japan Chapterのメンバーをお招きし、講義や分科会での参加者を交えての討議などを行いました。
　１日目の20日（日）は宇奈月国際会館セレネを会場に、㈱チ
ームビルディングジャパンの河村甚氏より「チームビルディ
ング」について、また、㈱JTBの金井大三氏より「温泉MICE
のイロハ」について講義していただきました。
　２日目の21日（月）は会場を高志の国文学館に移し、MPI 
Japan　Chapter会長で㈱ホットスケープの前野伸幸氏より
「MICEビジネス」について、そして、DMO六本木の事務局
長で森ビル㈱の坂本和也氏より「まちづくりとMICE」につい
て講義していただき、その後、３つの分科会が行われました。
　分科会では、それぞれテーマが設けられ、分科会１では、
「DMC・ユニークべニュー　地域に眠るMICEコンテンツの活
用」をテーマに、ユニークべニューでの会議や懇親会等のニ
ーズが増えてきている中で、富山ならではのユニークべニュ
ーとは何かについて議論が交わされました。
　分科会２では、「コンベンション誘致の舞台裏　地元受け入
れ態勢がどうあるべきか」をテーマに、MICE誘致の実績があ
る千葉と札幌からの事例をもとに、これからの誘致に何が必
要なのかについて意見交換が行われました。
　分科会３では「施設運営の今とこれから」をテーマに、新
たな会議場や展示会場の開業が進む中で、稼働率や収益性を
維持・向上させていくために、今後必要な取り組みについて
意見交換が行われました。
　分科会の後、各分科会からの総括報告があり、その後、文
学館のレストランにて意見交流会が開かれ、参加者は飲食を
楽しみながら親睦を深めていました。
　２日間のセミナーを通して、各参加者は、それぞれ業種は
異なる中で、MICEビジネスにこれからどう取り組んでいくか
再認識し、また、富山ならではのMICEとは何かを考える有意
義な機会となりました。

コンベンション・ボランティア活動の紹介

そうだ! コンベンションは富山で開こう。
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コンベンション開催の支援やとやまの情報などは、ホームページをご覧ください。

コンベンション・カレンダー
july september
7月 9月8月
太陽の光が降りそそぐ、明るく活動的な季節となりました。

august

７

　月

平成３０年度キャリア教育指導者養成研修（第１回）
パレブラン高志会館　［１６５人］

２
～６

第１３６回日本循環器学会　北陸地方会
富山国際会議場　［２００人］

８

平成３０年度中部地区母子寡婦福祉研修大会
ロイヤルホテル富山砺波　［５００人］

９
～１０

第３０回ろう教育を考える全国討論集会 in 富山
富山県総合福祉会館　［３００人］

２４
～２６

第４１回全国蒲鉾青年協議会大会
富山第一ホテル　［１１５人］

５

平成３０年度キャリア教育指導者養成研修（第2回）
パレブラン高志会館　［１３５人］

１０
～１４

平成３０年度有機合成化学北陸セミナー
金太郎温泉　［２００人］

１３
～１４

第１４回Ｄ-アミノ酸学会学術講演会
富山大学五福キャンパス　［１００人］

１３
～１４

第６９回日本薬理学会北部会
富山国際会議場　［１５０人］

２１
～２２

第１８回CRCと臨床試験のあり方を考える会議２０１８ ｉｎ 富山
富山国際会議場　ＡＮＡクラウンプラザホテル富山　ほか　［２，５００人］

１６
～１７

棟方志功サミットｉｎ南砺
南砺市城端伝統芸能会館「じょうはな座」　［３００人］

２３

日本介護支援専門員協会北陸ブロック研修
富山県総合福祉会館　［２００人］

２９

第６６回北日本産科婦人科学会
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山　［６５０人］

２９
～３０

立山砂防シンポジウム
富山国際会議場　［５００人］

３０

第３２回全国水環境保全市町村連絡協議会全国大会
黒部市宇奈月国際会館セレネ　［３００人］

１３

北信越シルバー人材センター連絡協議会
定期総会及び役職員研修会
ホテルグランテラス富山　［１７０人］

１９

平成３０年度全国医師会共同利用施設
施設長検査健診管理者連絡協議会
第４５回検査健診管理者研修会　
富山国際会議場　［１４０人］

２０
～２１

ＰＩＥＲＳ ２０１８ Toyama
２０１８年電磁波工学研究の進歩に関する国際会議
富山国際会議場　ＡＮＡクラウンプラザホテル富山　［１，０００人］

１
～４

全国専修学校各種学校総連合会
中部七県ブロック協議会　第６３回定期大会
オークスカナルパークホテル富山　［１２０人］

２３
～２４

市民講座　光・電磁波関連技術の現状と将来
富山国際会議場　［６００人］

５

第４１回全国学校図書館研究大会（富山・高岡大会）
富山県民会館　高岡市生涯学習センター　［１，５００人］

８
～１０

中部ブロック商工会女性部連合会交流研修会
ホテルグランテラス富山　［３００人］

２３
～２４

第４１回性教育指導セミナー全国大会
富山国際会議場　［４００人］

２８
～２９ ９

　月

８

　月

８ 

月

　今年も県内では多くのコンベンションが予定されていますが、8月に開催される「PIERS　2018/電磁波工学研究の進歩に関する国際会
議」は、昨年開催された「国際歯科審美学会」と並ぶ大規模な国際会議です。多くの外国人の方々が富山を訪れ、県内各地の観光地等
に足を運ばれると思います。富山の魅力を多くの方々に実感していただけるよう、スタッフ一同心を込めた支援に努めてまいります。

編集後記

I N F O R M A T I O N

平成30年度理事会・評議員会開催
　理事会及び評議員会が開催され、平成２９年度事業報告並びに収支決算について原案どおり承認されました。また、
人事異動等に伴う一部役員等の選任も行われ、次の皆さんが選ばれました。

新任　理　事　安藤　盾（株式会社JTB富山支店長）
　　　　　　　猪俣明彦（富山県観光・交通・地域振興局長）
　　　　　　　中﨑俊也（株式会社大和取締役富山店店長）
　　　監　事　酒井武史（富山県会計管理者）

監　事　太田泰文（富山市会計管理者）
評議員　大場一成（富山市商工労働部長）
　　　　川尻光浩（高岡市産業振興部長）
　　　　渡邊清隆（西日本旅客鉄道株式会社 北陸広域鉄道部長）

新規入会賛助会員
・株式会社英佳［ひよこ］（飲食業）　・株式会社能作（製造業）
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