R

ルネッサンス

58

vol.

2022年１月

一般財団法人 山形コンベンションビューロー

新年のご挨拶
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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オンラインやハイブリット開催、もしくは延期を余儀なくされました。
また、コンベンションの誘致支援活動についても感染状況を見据えながら活動を行ってきました。
本年は、多くのコンベンションが予定されており、全国高等学校家庭クラブ研究発表大会（1,100人）や日本 PTA
全国研究大会山形大会（8,000人）、日本股関節学会学術集会（1,600人）
、日本高次脳機能障害学術総会（1,500人）など、
約50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。
今後も、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、コンベンションを開催する主催者を支援し、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４年コンベンション開催紹介（前期）
令和２年コンベンション開催紹介（後期）
令和４年度 全国公立文化施設協会 定時総会・研究大会（山形大会）

【期日】令和４年６月９日（木）～10日（金） 【会場】やまぎん県民ホール、山形テルサ、ホテルメトロポリタン山形
【人数】500人（県外450人）【主催】（公社）全国公立文化施設協会、同東北支部 【共催】山形県内公立文化施設協議会

山形県内公立文化施設協議会会長

宇山

友思

（やまぎん県民ホール支配人）

全国公立文化施設協会（全国公文協）は、日本全国約1,300の施
設が加盟する、公立文化施設に係る唯一の全国組織です（会長：野
村萬斎）。国および地方公共団体等により設置された全国の文化施
設が、相互に連携し、情報交換や研鑽の場を共有することで、地域
における文化芸術の振興や誰もが心豊かに暮らせる社会の実現に取り組んでいます。
年に一度の定時総会・研究大会は、全国の公立文化施設関係者が一堂に会し、当面する諸課題につい
て研究討議する場です。今回の山形大会は平成22年度の秋田大会以来12年ぶりの東北開催となります。
この大会が、全国から来形される皆様に山形の豊かな魅力を堪能していただく機会ともなることを
願っています。

一般社団法人日本ディスプレイ業団体連合会第54回全国大会 in YAMAGATA 山形ステージ

【期日】令和４年６月16日（木）～17日（金）【会場】ホテルメトロポリタン山形
【人数】300人（県外250人）
【主催】（一社）日本ディスプレイ業団体連合会

（一社）日本ディスプレイ業団体連合会会長

吉田

守克

（㈱トーガシ 代表取締役社長）

私共一般社団法人日本ディスプレイ業団体連合会は、ディスプレイに関する技
術の向上、ディスプレイ産業の健全な発達、消費経済の合理的発達に寄与するこ
とを目的として、1968年（昭和43年）に創立、1969年（昭和44年）に経済産
業省所管の社団法人として認可されました。2012年４月に一般社団法人に移行
し、2020年（令和２年）10月現在、都道府県ごとの協同組合または協会の35団
体を会員とし、
主としてディスプレイ業を営む約800事業所による全国組織です。
１年に一度全国の構成員が集う全国大会は、来年度、山形県ディスプレイ協会
がホストとなり、当連合会第54回全国大会をホテルメトロポリタン山形にて開
催する事と相成りました。

大会ポスター

※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。

令和３年コンベンション開催報告（後期）
第33回（一社）日本看護学校協議会学会
【期日】令和３年８月３日（火）～４日（水）
【会場】山形テルサ 及び オンライン
【人数】90人（県外62人）／オンライン158人
【主催】
（一社）日本看護学校協議会（企画運営 山形厚生看護学校）
本学会は「看護の本質」を主軸とし、著名な講師によ
る講演やシンポジウム、看護学校教員の研究発表等、相
互学習の場として平成元年より毎年開催しています。山
形県では２回目の開催で、新型コロナウイルス感染拡大
の中、ハイブリッド形式で開催されました。感染予防対
策を徹底し、県外の方からも多数の参加をいただきまし
た。
来年度から新しい教育課程で看護基礎教育が始まるこ
とを踏まえ、「看護学校の存在価値を高めるカリキュラ
ムマネジメント～人々の生命と暮らしを護り、ともに街
をつくる力を育てる～」というメイ
ンテーマのもと、地域に必要とされ
る魅力ある看護学校づくりを目指し
て、
情報を共有し知識を深めました。
また、山形県の観光紹介動画を配
信し、オンライン参加者にも山形県
の魅力を感じていただくことができ
ました。

Third International Conference on Sublobar Resections for Lung Cancer
（第３回肺癌縮小手術国際会議）

【期日】令和３年10月29日（金）～30日（土）
【会場】山形テルサ 及び オンライン
【人数】80人（県外55人）／オンライン310人
【主催】国際会議組織委員会 第３回代表 大泉 弘幸
第３回肺癌縮小手術国際会議が2021年10月29〜30
日、山形テルサで開催されました。本会議は第１回が
2018年にフランス・パリ、第２回は19年に米ニュー
ヨークで開催され、世界のトップリーダー陣によるセミ
ナー講演が主体でしたが、山形では一般演題も構成に加
えました。世界中から第一線で活躍する胸部外科医が来
県予定でしたが、最終的にコロナ禍のためハイブリッド
形式となりました。オンラインも含めて300人以上が参
加し、昨今注目が著しい縮小手術や重粒子線治療などの
最先端医療技術について活発な議論がなされました。会
場では充分な新型コロナウイルス感染症対策を行いつつ
も、多種の山形の
お菓子を並べてふ
るまうなど、美味
しい山形をアピー
ルできました。

「第31回国際MICEエキスポ・オンライン（IME2022 Online）」に出展します！
「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２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４（2022）年２月16日（水）・17日（木）10:00～17:10
会場：オンライン（oVice）
商談：１セッション30分 ※事前アポイント制（当日アポイントも可）
右記QRコード等より、「山形コンベンションビューロー」へ事前
アポイントをお願いします。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31回国際MICEエキスポ・オンライン
（IME2022 Online）
公式ホームページ

山形県村山広域圏７市７町 おススメ情報
山 形 市

蔵王には、開湯1900年といわれる
蔵王温泉や、特有の気象条件が生み出
す氷と雪の芸術「樹氷」が見られる蔵
王温泉スキー場があります。春の新
緑、初夏の高原植物鑑賞、夏の高原テ
ラスでの避暑、秋の紅葉狩りなど、四
季折々の自然が楽しめます。

寒河江市

やまがた音と光のファンタジア
2021

やまがた雪フェスティバルが「や
まがた音と光のファンタジア」とし
て、新たに生まれ変わりました。音
楽に合わせて変化する幻想的なイル
ミネーションをお楽しみください。
開催期間：令和４年２月14日㈪まで
スペシャルデー：
令和４年１月29日㈯・30日㈰
10：00～21：00
「打ち上げ花火」や「キッズランド」
など予定しています。

山形ビッグウイング情報
『第8回山形ビッグウイングフェスティバル』
開 催 報 告
令和３年11月27日（土）、28日（日）の２日間、「第
８回山形ビッグウイングフェスティバル」を開催し、
6,400人の方からご来場をいただきました。
村山広域の食材や特産品を販売する「村山広域まる
ごとマルシェ」のほか、「手作りマルシェ」、「やまが
たパンマルシェ」、併催で「山形市伝統的工芸品まつ
り」、「みちのくこけしまつり」の内容で開催いたしま
した。

今年も新型コロナウイルス対策として、マスクの着
用、入場時の検温と手指消毒、来場者名簿の提出、定
期的な換気などを行い感染拡大防止に努めました。
ご来場の皆様はじめ共催の山形市伝統的工芸品まつ
り実行委員会、みちのくこけし協会、協賛の山形市農
業協同組合、山形農協協同組合、後援の村山広域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）の皆様に感謝申し上げま
す。今後とも山形ビッグウイングをよろしくお願いい
たします。

安全にご利用いただけるよう
新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでおります。
【会議室内へアクリルクリアパネル設置】
２階大会議室、交流サロン及び４階会議室に飛沫感染防止対策と
して、アクリルクリアパネルを常設しておりますのでぜひご活用く
ださい。

【二酸化炭素濃度計測モニター設置】
利用者の皆様
からのご要望を
受け、１階交流
ホールに空気の
換気状況が表示
さ れ る CO2モ

２階大会議室

ニターを設置し

４階中会議室

ました。

昨年、当施設は山形市の新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場として使用されました。急な会場確保により、日
程変更等にご協力をいただきました主催者の皆様に心より感謝申し上げます。
今後も、より良い施設の管理運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

山形県村山広域圏７市７町 おススメ情報
山 辺 町

ニット館すだまり
全国有数のニット産地であ
る山辺町のニット製品を工場
から直送ならではの低価格で
販売している、ニットの直売
所になります。レディースの
ニットを初めメンズのニット
も豊富に販売されています。
また、ニット製造の過程で余っ
た糸も販売しており、手芸用
に求める方が多く訪れます。

中 山 町
泉質の異なる２つの源
泉が注ぐ温泉施設で、露
天風呂では周囲を囲む
木々や最上川橋梁、満天
の星空を眺めながら上質
なお湯が楽しめます。大
浴場にはサウナルームや
ジェットバスも完備。日
帰り入浴から宿泊まで受
け付けています。
問：☎023-662-5780

ひまわり温泉ゆ・ら・ら

宿泊施設

宿泊施設

宿泊施設

高見屋 最上川別邸 紅-BENI-

別邸

最上川源流にあ
る全室リバー
ビューの宿。
〒999-6401
最上郡戸沢村古口3058
TEL:0234-57-2100

秘湯白布温泉で
米沢牛や白布の
旬を味わう。
〒992-1472
米沢市大字関字清水裏3931-4
TEL:0238-55-2141

宿泊施設

深山荘

高見屋

亨保元年創
業 日本情
緒漂う佇ま
いの宿。
〒990-2301 山形市蔵王温泉54
TEL:023-694-9333

弁当

山の季
蔵王温泉ス
キー場にて営
業中。
〒990-2301
蔵王温泉中央ゲレンデ内
TEL:023-694-9330

宿泊施設

名湯舎

宿泊施設

創

湯杜

「名湯」で心
和み、楽しみ
を「創る」
〒990-2301
山形市蔵王温泉48
TEL:023-666-6531

匠味庵

山川

小野川温泉
湯の宿 湯杜
匠味庵 山川
〒992-0076
米沢市小野川町2436
TEL:0238-32-2811

飲食

飲食

㈱魚吉

いがもちの里

鮮魚卸直営の
厳選素材によ
るお弁当です。
〒990-0831
山形市西田1丁目2-8
フリーダイヤル:0120-84-8184

稲花餅の里の
製造販売して
います。
〒990-2301
山形市蔵王温泉1221-2
TEL:023-694-9538

大正ロマン感
じるレストラ
ンです。
〒 990-0031
山形市十日町2丁目1-8
TEL:023-679-5103

土産（銘品・銘菓）

土産（銘品・銘菓）

鳥縁

㈱ジェイエイてんどうフーズ サンピュア

エスパル山形

たくさんのご
縁に感謝の気
持ちを込め
て。
〒990-2431 山形市松見町20-10
TEL:023-674-8445

地元天童の美
味しさが勢ぞ
ろい。
〒994-0028
天童市鍬ノ町2-3-43
TEL:023-658-8101

山形駅直結。
地酒、銘菓、
特産品などが
豊富。
〒990-0039 山形市香澄町1-1-1
TEL:023-628-1106

飲食

土産（銘品・銘菓）

「里の山」
は山形土産
として人気
です。
〒990-2493 山形市美畑町12-30
TEL:023-642-0257

Cafe & Dining 990（クックレイ）

賛 助 会 員の皆 様 へ
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！

プチフレーズ洋菓子店

さんべ

新規
賛助会員
随時
募集中！

詳細は総務担当
までお気軽に
お問い合わせ
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
ください。
ナーも、引き続きご利用いた
☎023-635-3000
だけます。

