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新年のご挨拶

一般財団法人山形コンベンションビューロー


理事長

佐藤

孝弘（山形市長）

あけましておめでとうございます。
日頃より、山形コンベンションビューローの活動につきまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼
申し上げます。
さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、国際会議を含む多くのコンベンションの
開催が中止、もしくは延期を余儀なくされました。また、感染拡大防止のため、首都圏への誘致活
動も自粛をし、本来の活動ができない厳しい１年となりました。
本年は、昨年から延期になった分も含め、多くのコンベンションが予定されており、肺癌縮小手術国際会議（200人）
や宇宙科学技術連合講演会（1,500人）、日本クリニカルパス学会学術集会（2,000人）
、日本森林学会学術大会（1,300
人）など、約40件が開催されます。これらコンベンションの開催は、村山広域圏における地域経済の活性化や観光の
振興をもたらすものと大いに期待しております。
本年も、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、コンベンション開催における支援策を講じ、より多くの
誘致、開催を実現するため、職員一丸となって鋭意努力してまいりますので、皆様方のご指導とご支援を賜りますよう
お願い申し上げまして、年頭のご挨拶といたします。

令和３年コンベンション開催紹介（前期）
※掲載内容につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響により、開催延期または中止になる場合がございます。

地域活性学会東日本大震災後10年特別大会

日本精神保健看護学会第31回学術集会・総会
【期日】令和３年６月５日㈯～６日㈰
【会場】山形市「山形テルサ」 他
【人数】800人（県外650人／国外２人）
【主催】
（一社）日本精神保健看護学会

【期日】令和３年５月22日㈯～23日㈰
【会場】東根市「さくらんぼタントクルセンター」
【人数】300人（県外250人）
【主催】地域活性学会・山形大学

地域活性学会東日本大震災後
10年特別大会をさくらんぼタン
トクルセンターを会場に行いま
特別大会実行委員長
す。大会のテーマは「災害からの
小野 浩幸
レジリエントな社会」。東日本大
（ 山形大学学術研究院教授
地域活性学会副会長 ） 震災は地域に大きな爪痕を残しま
した。さらに、昨今では未曾有の災害が頻繁に発生し、
地域社会の生活、産業、文化、行政に大きな影を落と
しています。
そこで、震災から10年たった今、より良い新しい
未来に向かって地域を活性化するための議論を、日本
中の各地域で活躍する人たちとともに行います。基調
講演、シンポジウムのほか、未来の地域活性化に関す
る複数のセッションを設け
て様々な取り組み等の発表
を行い、未来に向けた強い
地域社会づくりのメッセー
ジを発信します。

日本精神保健看護学会第31回
学術集会・総会を2021年６月５
日（土）～６（日）に開催する予
定です。現時点では、山形テルサ
学術集会会長
等を会場とした現地開催とWEB
安保 寛明
開催の両方での開催方式を予定し
公立大学法人
山形県立保健医療大学
ています。
教授
日本精神保健看護学会は精神保
健と看護に関する研究者や専門職者が主な構成員の学
会で、約1,400人の会員を有します。近年は、世の中
の事象の多くが精神保健と文脈で理
解されるようになり、人と人との良
好なつながりを促進する学問領域と
して注目されることが増えていま
す。教育講演や市民向け公開講座な
ども準備する予定ですので、この原
稿をご覧の方もぜひご参加ください
ますようお願い申し上げます。

（

）

山形おもてなしガイド『ウマイベヤマガタ』発行１０周年
コンベンションで山形を訪れる皆様に、山形村山広域圏７市７町の魅力を満喫していただくために制作している
山形おもてなしガイド『ウマイベヤマガタ』は、お陰様で10周年を迎えました。掲載内容は、山形の郷土料理を
提供する「飲食店」を中心に「宿泊」、「交通」、
「レジャー・観光」、「お土産・通販」の214店舗の他、村山広域圏
７市７町の観光紹介も掲載した全132ページの冊子です。『ウマイベヤマガタ』は、
コンベンションの開催支援として参加者の皆様に無償提供しています。開催支援ご
希望のコンベンション主催者様は、（一財）山形コンベンションビューローのホー
ムページ［お問い合わせ］からご連絡をお願いします。
なお、一般の方の入手方法は山形市の山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）
１階カウンターに『ウマイベヤマガタ』を設置していますのでお取りください。
＊村山広域圏７市７町（山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市・東根市・尾花沢市・
山辺町・中山町・河北町・西川町・朝日町・大江町・大石田町）

より分かりやすくなりました！
支援内容のご紹介（ホームページ内）

オンラインで出展します！

第30回国際MICEエキスポ（IME2021）

「国際MICEエキスポ（IME）」は、国内最
大級のMICE（学会・大会等）商談会です。今
年度はオンラインで３日間開催し、当ビュー
ローも出展します。開催概要は下記のとおりで
す。
日時：令和３年２月24日（水）～26日（金）
各日10：00～17：30
会場：オンライン（Webex）
商談：１セッション30分 ※要事前登録
下記ＱＲコード等より、「（一財）山形コンベ
ンションビューロー」へ事前登録願います。学
会・大会等に関係すること、お気軽にご相談く
ださい。皆様のご参加、お待ちしております。

第30回国際MICE
エキスポ（IME2021）
公式ホームページ

この度、ホームページ内「支援内容の
ご紹介」をリニューアルしました。特に
コンベンション主催者様には欠かせない
本ページ。大きく変わったところは、主
に２点です。
１点目は、新たに「概要編」ページを
設けました。可愛いイラストで支援内容
が分かり、まずは簡単に支援について知
りたいという方のためのページとなって
おります。ピンク色の吹き出しをクリッ
概要編
クして、ぜひアクセスしてみてください。
２点目は、「詳細編」ページの掲載内容および掲載順を変
更しました。これまでの「支援内容のご紹介」を見直し、
『開
催スケジュールに沿った「山形ＣＢの主な支援」』
（PDF）
や「書類提出の流れ」などを追加しました。
また、掲載順も変更し、見やすくなりました。
左記ＱＲコード等よりご覧いただき、「支
援を受けたい」という方やご不明な点等があ
ホームページ
る方は、「コンベンション担当」までご連絡
「支援内容のご紹介」
願います。

山形県村山広域圏７市７町 おススメ観光スポット

企画展「上山藩 武士の装い」

【期 間】令和３年１月１日（金・祝）～２月７日（日）
上
 山藩の武士が身に着けた甲冑や刀、それにまつわる史料を展示。
【入館料】大人：４２０円 高校・大学生：３７０円 小・中学生：５０円

上山城

天文４年（1535）に築かれ、戦国時代には伊達氏や上杉氏の攻防の舞
台に。江戸時代には土岐氏の治政下で城下町まで整備されました。隣接
する月岡公園は春になるとソメイヨシノやシダレザクラが咲き誇ります。

四季によって情景を変える

上 山 市

村 山 市

大淀ビューポイント

最上川の急流がゆったりと
流れていることが地名の由
来となっている村山市の大
淀 地 区。 大 淀ビューポイ
ントでは、まるで時間が止
まったかと思うような美し
い最上川の眺めを楽しむこ
とができます。曇天の中で
水墨画のような景色も趣
がありますが、木々が新雪
を纏った状態での快晴（特
に午前中）は絶景です。

山形ビッグウイング情報
「第７回山形ビッグウイング
フェスティバル」開催しました
令和２年１１月２８日（土）・２９日（日）の２日間、山
形ビッグウイング展示場において「第７回山形ビッグ
ウイングフェスティバル」を開催し、３，４００人のご来
場をいただきました。
「食」をテーマとした「村山広域７市７町うまいも
のフェア」では各市町の特産品や名産品が出店され、
「山形市伝統的工芸品まつり」では歴史ある伝統技術
に育まれた１６の団体による展示販売と匠による実演が
行われました。「やまがたパンマルシェ」には地元の
９店が参加しました。
今回は新型コロナウイルス対策として、出展者、ご
来場者全ての皆さまから、マスクの常時着用、入場時
の検温、手指の消毒、来場者名簿の提出にご協力いた
だきました。会場内においても出展ブースの間隔と通
路の拡張、定期的に外気を取り入れた換気、調理及び

飲食の禁止、商品は包装を行っての販売、また接触確
認アプリ及び山形県新型コロナ安心お知らせシステム
導入の周知を行うなど感染防止に努めました。
当日ご来場いただきました皆様を始め、開催にご協
力を賜りました山形市伝統的工芸品まつり実行委員会、
村山広域７市７町（山形市、寒河江市、上山市、村山
市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河
北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町）、山形市
農業協同組合、山形農業協同組合の関係者各位に心よ
り感謝を申し上げるとともに、今後も山形ビッグウイ
ングをご支援いただきますよう、よろしくお願いいた
します。

新型コロナウイルス感染防止対策
山形ビッグウイングでは国および山形県、山形市、
また業種別ガイドラインに沿って新型コロナウイルス
対策を実施しております。
今後も引き続きご来館いただく皆さまの安心安全の
ため感染防止対策に努めてまいりますので、ご来館の
際はご協力いただきますようお願いいたします。

正面玄関

啓発サイン

正面入口体表面温度計
と来館者案内

手指の消毒

距離をあけた席の配置

ビニールカーテンの設置

トイレでの注意喚起

山形県村山広域圏７市７町 おススメ観光スポット
河 北 町

河北町紅花資料館

全国唯一の紅花資料館。紅花豪商として栄えた旧堀米
邸を復元し、時代雛や紅染衣装など、紅花に関する資
料を展示している。
開館時間 ３月～10月 9：00～17：00
11月～２月 9：00～16：00
入 館 料 一般400円 高校生150円 児童生徒70円
休 館 日
年末年始・第2木曜日
問合わせ 河北町紅花資料館 0237（73）3500

西 川 町

チュービングやバナナボート、ソ
リなどの雪遊びが体験できる「月
山スノーランド」がOPENします！
会場には簡易リフトが配備される
ほか、雪上運搬車クルーズをお楽
しみいただけます！宿泊やランチ
を組み合わせたお得なパックはHP
をチェック！

期間／令和２年12月12日（土）～令和３年４月上旬
場所／月山スノーランド（山形県立弓張平公園内）
問 ／月山冬の誘客推進協議会事務局
（ecopro@asahi-net.email.ne.jp）
HPはこちら！ →

新規賛助会員
 随時募集中！

各種サービス

㈱デジコンキューブ
集客力のあるオンライン配信のお手伝いをリーズ
ナブルな価格にてご提案いたします。プランニン
グ、機材、オペレーションをワンストップで提供させて頂きます。
〒990-0053 山形県山形市薬師町1-1-8
TEL:023-627-5150 FAX:023-627-5152

URL:www.dc3.jp

賛 助 会 員の皆 様 へ

お店や会社のPRに是非ご利用ください。

当ビューローホームページ
の「 お 知 ら せ 」 で 賛 助 会 員
さ ん の ご 紹 介 を し ま す。 お
店 の 紹 介、 イ ベ ン ト の Ｐ Ｒ
な ど、 内 容 は 何 で も Ｏ Ｋ で
す！

ビッグウイング１階ロビーの賛助会
員パンフレットコーナーも、引き続
きご利用いただけます。

３口以上（年会費が30,000円以上）の
会員さんは、ビッグウイングエレベー
ター内にポスターを掲示できます。

＊＊＊ 詳細は総務担当までお気軽にお問い合わせください。☎023-635-3000 ＊＊＊

新支援紹介

ますます充実★

新しい支援が増えました！

コンベンション会場費用等支援のご案内

オンライン会議も山形感を！

【対象】山形県大会以上の学会，大会，会議，研修会
【期間】令和２年８月18日～令和３年３月31日
【会場】村山広域圏７市７町
山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市・
東根市・尾花沢市・山辺町・中山町・河北町・
西川町・朝日町・大江町・大石田町
【助成】上限額５万円

【支援に関するお問合せ先】コンベンション担当
ＴＥＬ：023-635-3000
e-mail：sales@convention.or.jp

コロナ禍におけるコンベンション主催者への緊急支
援策として、期間限定で「コンベンション会場費用等
支援」を制定しました。コロナ感染症対策で通常の収
容人数より大きい会場を使用しなければならない、飛
沫防止等の感染対策を業者に委託しなければならない
など従来の開催より費用負担が増えることになります。
今後、安心安全なコンベンション開催が出来る様に支
援をご利用ください。
詳細は、（一財）山形コンベンションビューローの
ホームページ「コンベンション会場費用等支援要綱
等」をご確認ください。ご不明な点は、コンベンショ
ン担当TEL023-635-3000までお問い合わせください。

山形県村山広域圏の観光等画像をオンライン会議で
背景としてご利用いただけます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、コンベン
ション（学会、大会、会議、研修会等）のオンライン
開催やＷｅｂ会議が増えております。
当財団では、オンラインでコンベンションに参加す
る際に、少しでも山形を感じていただくため、山形県
村山広域圏７市７町の観光等画像をバーチャル背景用
として提供しております。
画像のダウンロードには、ＩＤとパスワードが必要
です。ご利用希望の方は、コンベンション担当までご
連絡ください。

銀山温泉（夜景）

山寺

