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紅葉と立山ロープウェイ（立山町）

!!

万人に ︑

日本青年会議所（日本ＪＣ）は、1951年に全国各地にある青年会
議所の全国的運営組織として設立されました。現在、日本全国に
694の青年会議所があり、
「修練」
「奉仕」
「友情」の三信条のもと、
より良い社会作りを目指し活動しています。全国大会は、日本ＪＣの
一年間の運動・活動の集大成として毎年秋に開催され、全国各地か
ら１万人以上が参加するＪＣ最大の大会です。大会を通じてコンパク
トシティをはじめとしたとやまのまちづくりを全国に発信します。

とこ

2019年10月10日
（木）
〜13日
（日） 参加者：14,000人
富山城址公園、
オーバード・ホール、
富山市総合体育館、
富山国際会議場他
テーマ
「新陳代謝」
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お問い合わせ先

［木THU］

［日SUN］

第68回全国大会富山大会 大会事務局

主催／公益社団法人 日本青年会議所

富山大会

ホームページでは全国大会最新情報や開催地情報を発信中！
！
www.jaycee.or.jp/zenkoku

JC

富山大会

〒930-0082 富山市桜木町10-10 富山第一ホテル内

TEL. 076-433-3334

主管／公益社団法人 富山青年会議所

ケータイでアクセス

全国大会HP

全国大会とは

まちフェスも同日開催予定！詳しくはHPにて！

FAX. 076-433-7333

後援／富山県、
富山市

コンベンション

トピッ ク ス

コンベンション開催報告

1 8th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI AAI 2019)第８回先進的応用情報学に関する国際会議
■日時：2019年7月7日(日)〜12日(金)
■会場：富山国際会議場・ホテルグランテラス富山
■参加者：425名
今年で８回目を迎える国際会議IIAI AAIでは、20カ国以上から420名以上（うち外国人参加者はお
よそ40%）の参加があり、６日間にわたり実施されました。本国際会議は、日本政府観光局および富
山市から後援をうけ、富山コンベンションビューローの支援および助言のもと大成功をおさめました。
会場には、全期間を通して、富山コンベンションビューローからの支援で観光案内デスクが開設さ
れ、本会議の参加者のうちのべ200名以上が利用しました。会場には開催の時期ならではの七夕のデ
コレーションが富山国際会議場により設置され、また学会のスポンサーにより和服の色とりどりの帯
が装飾され、参加者は我が国および富山の風流を感じることができました。
開会式やウェルカムレセプションにおいては、富山県知事や富山市長の歓迎の挨拶があり、県外か
らの参加者に対して地域をあげた歓迎をみることができました。国際会議バンケットはホテルグラン
テラス富山で実施され、参加者は地域の新鮮な魚介類や特色のある色とりどりの食べ物に舌鼓を打ち、
富山を五感で楽しむことができました。

歓迎看板：富山きときと空港

2 2019年度東海北陸地区私立幼稚園教育研究富山大会
■日時：2019年8月1日
（木）
〜 2日
（金）
■会場：富山市芸術文化ホール
富山国際会議場 ほか
■参加者：約1600人

歓迎看板：富山きときと空港

東海北陸地区８県の私立幼稚園並びに認定こども園の教職員約1600人が一堂
に会し、
「子どもとともに遊び、学びそして幸せな未来へ」をテーマに「2019
年度東海北陸地区私立幼稚園教育研究富山大会」が開催されました。
初日の全体会においては、国立青少年教育振興機構の鈴木みゆき理事長によ
る「生活習慣が学びの土台を作る」の題で記念講演及び女優室井滋さんがプロ
デュースする「しげちゃん一座」による記念ステージ
が開催されました。
翌2日は、7会場において「いのちの大切さを学ぶ保
育」などを研究テーマとした13分科会が開催され、研
究発表や活発な意見交換が行われました。
参加された教職員の皆さんにとって、魅力ある幼児
教育の向上を目指すうえで貴重な研修となりました。

3 第36回 和漢医薬学会学術大会
■日時：2019年8月31日
（土）
〜 9月1日
（日）
■会場：富山国際会議場
■参加者：約700名
最近の数理科学、情報科学や計算科学などの劇的な進歩により和漢医薬学
研究にも新たな道が拓けてきたことから、本学術大会では、
「和漢医薬学研究
の新地平を拓く Beyond the WAKAN-YAKU」をテーマに、幅広い領域から多
彩な第一人者の研究者を全国から招聘し、新規の研究方法論、さらに新規治
療効果や臨床応用の知見などについて、医薬学研
究者、医師、薬剤師などが一堂に会して、熱い討
議が行われました。また、市民公開講座や「薬剤
師のための漢方講座」も開催し、多くの市民の皆
さまにもお越し頂きました。会期中は、富山コン
ベンションビューローの皆さまにサポートを頂く
と共に、富山県および富山市から多額の開催補助
金を頂き、心から感謝いたします。
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歓迎看板：JR富山駅

そうだ ! コンベンションは富山で開こう。

コンベンション・ボランティア研修会を開催
当財団では、富山県内で開催されるコンベンションの会場において、海外・県外参加者からの多様な
お問合せに対して適切に対応できるよう、ボランティアの資質向上を図るため、毎年研修会を開催して
おります。8月24日（土）に開催した研修会には、ボランティア25名が参加。インフォメーション業務や
アシスタント業務に必要な知識や技能、おもてなしの心得などを学びました。
最初に、富山県観光・交通振興局観光振興室コンベンション・賑わい創出課長の前佛聡氏より、
「富
山県の映画・ドラマ等のロケ誘致の取り組みについて」と題してご講演いただき、富山県がロケ支援す
る理由や映画誘致による効果について学びました。
次に、
（一社）地域・観光マネジメント代表理事の塚本昌紀氏より、
「とやまの街なかを楽しむ現地発
の観光ツアーについて」と題してご講演いただき、ニーズの高い街なか観光ツアーについて学びを深め
ました。
最後に、アポロ・イングリッシュ・アカデミー代表・講師・翻訳者の藤田彩乃氏による、
「英語で伝
える−富山湾鮨−」と題した英語レッスンを受講しました。富山をPRする際に外すことのできない
「寿司」について、富山湾で採れる代表的な魚の名前、味や食感を表す表現を学びました。
参加者の皆さんからは、
「県内各地を違った角度から見ることが出来た。」
「学会参加者は時間がない。
おすすめ出来る短時間ツアーの選択が増えて役に立った。」
「コンベンション参加者と一般観光客。誰に
向けて話すのか、対応の違いを理解した。」というような感想をいただきました。
実践ですぐに使える内容盛りだくさんの実りのある研修会となりました！

コンベンション・ボランティア活動の紹介

ＮＣＭ２０１９
（４／２２〜２８）
富山国際会議場のインフォメーションコーナー

第１４回法人会全国女性フォーラム
富山大会
（４／２５）
富山産業展示館のクローク

ＴＡＵＰ２０１９
（９／９〜１３）
富山国際会議場のインフォメーションコーナー

富山コンベンションビューロー
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秋風が立ち、野山が色鮮やかに染まる季節となりました。

10月 11月 12月 コンベンション・カレンダー
october

november

december

３

４
第１２回厚生連病院研修医全国大会
〜５ 富山県民会館 ［２４０人］

富山国際会議場 ［２００人］

８
第２６回日本航空医療学会総会
〜９ 富山県民会館 富山城址公園 ［６００人］

７
令和元年度市町村教育委員会研究協議会
〜８ 富山国際会議場 富山県民会館 ［３５０人］
９

９
第３５回東海北陸理学療法学術大会
５００人］
〜１０ 富山国際会議場 富山市民プラザ ［１，

全日本葬祭業協同組合連合会
第６４回全国〈富山〉大会

９
第８３回呼吸器合同北陸地方会
〜１０ 黒部市宇奈月国際会館セレネ ［４００人］

ANAクラウンプラザホテル富山 ［２５０人］

９

１０ 第５４回東海・北陸地区連合小学校長会
〜１１ 教育研究「富山大会」
富山国際会議場

１
１ １０

月

１０ 公益社団法人日本青年会議所
〜１３ ２０１９年度第６８回全国大会富山大会
富山城址公園

オーバード・ホール

ほか ［１４，
０００人］

ホテルグランテラス富山 ［２００人］

１４ 第３５回日本ペストロジー学会富山大会
〜１５ 富山国際会議場 ［３５０人］
１７ ２４th Micro-optics Conference (MOC２０１９)
〜２０ 第２４回微小光学国際会議２０１９

１７ 第５３回全日本聾教育研究大会（高岡大会）
〜１８ 高岡聴覚総合支援学校 富山聴覚総合支援学校

富山国際会議場 ［２００人］

ほか ［４００人］

２４

第９回「地域共生ホーム全国セミナー」in とやま
富山国際会議場 ［７００人］

２３ 第７８回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会
〜２５ 富山国際会議場 ［６５５人］
２６ 令和元年ローカルサミットＮＥＸＴ in 南砺
〜２７ 南砺市城端伝統芸能会館 城端別院善徳寺 ［２００人］

２０１９ＰＩＣ／Ｓ総会開催記念シンポジウム

１１ ２０１９ＰＩＣ／Ｓ総会・セミナー
〜１４ ANAクラウンプラザホテル富山 ［２００人］

１６ 「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会 in 富山
〜２０ 富山国際会議場 ［１６５人］

ウイング・ウイング高岡

第１９回日本内分泌学会北陸支部学術集会
北アルプス文化センター ［１，
０００人］

ほか ［７４６人］

月

１
０

中部医師会連合協同利用施設連絡協議会

２９〜 第６０回土木計画学研究発表会・秋大会
１０５人］
１２/２ 富山大学 ほか ［１，

２９ 次世代施設園芸フォーラム in 富山
〜３０ 富山国際会議場 ほか ［３００人］

月

１
２

７
第１４回日本病院前救急診療医学会総会・学術集会
〜９ 富山国際会議場 ［２５０人］
２１

平成３０年度中部ブロック建築行政会議
とやま自遊館 ［１８０人］

平成30年度コンベンション開催状況
〜件数・参加者数とも過去最多〜
当ビューローでは、約700の機関・団体等の協力を得て、平成30年度に富山県内で開催された北陸ブロック規模以上
の学会や大会等のコンベンションの開催状況をまとめました。
県内のコンベンション開催件数は、321件（対前年度比108.4%）で、参加者総数は108,958人（同116.2%）となり、
件数・参加者数とも過去最多となりました。
また、全国規模の大会は169件（同103.7%）、外国からの参加者は2,069人（同150.9%）といずれも過去最多となりました。
これは、
「第71回済生会学会平成30年度済生会総会」や「第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山」
など全国レベルの大規模コンベンション、また、
「2018年電磁波工学研究の進歩に関する国際会議」や「インタープリ
ペント2018」など大型の国際コンベンションの開催があったことによるものです。

編集後記

県内で開催されるコンベンションの件数や参加者数は、毎年、右肩上がりの状況が続いていますが、この流れ
を今後も維持できるよう、さらなるコンベンション誘致や支援内容の充実に努めてまいりたいと思います。
なお、8月から当ビューローの事務所が、富山商工会議所ビルの7階から1階に移りましたので、皆様お気軽に
お立ち寄りいただければと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
よ

う

こ

そ

公益財団法人

［編集・発行］

、

富

山

県 へ
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〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所ビル1F
TEL.076-421-3300 FAX.076-421-0963
URL : http://toyama-cb.or.jp/ E-mail : toyama-213@voice.ocn.ne.jp

04

とやま夢大陸

vol.118

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。

