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一般財団法人 山形コンベンションビューロー

〒990‑0076 山形市平久保100番地 TEL：023-635-3000 FAX：023-635-3030
URL：http://www.convention.or.jp/ E-mail：info@convention.or.jp

令和２年コンベンション開催紹介（後期）
※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。

令和２年度 第49回全国老人クラブ大会
【期日】令和２年11月17日（火）〜18日
（水）【会場】山形市「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】1,800人（県外1,200人）
【主催】
（公財）

全国老人クラブ連合会・
（一社）山形県老人クラブ連合会

第49回全国老人クラブ大会を11月17日・18日の２日間、山
形市内のやまぎん県民ホール・山形テルサ・ホテルメトロポリ
タン山形の３会場で開催します。
この大会は、
「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」
をメインテーマに少子高齢・人口減少、地域の脆弱化等の変化
の中、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるように地域
開催県会長

亀谷千代子

（一般社団法人 山形県老人クラブ連合会 会長）

住民が支え合い、元気に活躍できる「地域共生社会」をめざし、
１日目は３つの部会を設け、全国各地で取り組んでいる実践事
例を持ちより発表を通して交流をはかります。

２日目は講演、アトラクションに続く式典において、老人クラブの育成発展に功
績のあった方と団体に対して全国老人クラブ連合会会長より表彰状が贈呈され、今
後の組織と活動の発展、高齢者福祉の向上に寄与していきます。
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第23回AMSシンポジウム
【期日】令和２年12月３日（木）～４日（金）
【人数】100人（県外90人／国外数人）

【会場】山形市「ホテルキャッスル」
【主催】日本AMS研究協会・山形大学高感度加速器質量分析センター

第23回AMSシンポジウムを12月3日・4日にホテルキャッスル山形で開催します。加速器質
量分析（AMS = Accelerator Mass Spectrometry）は、宇宙線生成核種の同位体比を高精
度で測定できる技術です。近年、国内の施設におけるAMS測定により、考古学、宇宙物理学、
環境学、医学・薬学に至る幅広い分野での研究が展開され注目を集めています。本シンポジウ
ムではAMS研究に携わる研究者や学生が、技術開発や応用研究、施設報告について発表し、
闊達な議論が交わされます。
大会長

門叶

冬樹

（山形大学学術研究院教授
（兼）
山形大学高感度加速器質
量分析センター長）

上山市にある山形大学総合研究所には、北
海道・東北地区の大学で唯一の高感度加速器
質量分析装置が導入され、考古学、文化人類
学、医学、農学、工学、環境科学、宇宙物理

学等の分野で活発な教育研究活動が行われています。4日午後に
は、山形大学高感度加速器質量分析センター及び山形大学医学部
東日本重粒子センターの見学を予定しています。

山形大学高感度加速器質量分析装置（YU-AMS）



〈前年度対比表〉

令和元年度のコンベンションによる経済波及効果

年 度
令和元年度
平成30年度
経済波及効果
24億4,400万円 21億9,400万円
県内への直接効果 15億9,900万円 14億3,500万円
間接効果
8億4,500万円 7億5,900万円
開催件数
70件
76件
参加者総数
26,151人
21,656人

約２４億４，４００万円
開 催 件 数：７０件
（うち国際規模２件、全国規模２８件、
ブロック規模４０件）
参加者総数：２６，１５１人
※新型コロナウイルス感染症の影響により開催延期になったコンベンションは３
件で、参加者の合計は４００人でした。
注平成３０年度に調査した主催者経費と参加者消費に基づく計算

令和元年度（平成３１年４月から令和２年３月）に、山形県村山広
域圏で開催されたコンベンションによる山形県内への経済波及効果
は、約２４億４，４００万円でした。前年度（平成３０
年度）に比べ開催総数は６件減少したにもかか
わらず、参加者総数が約４，５００人増加したため
経済波及効果は増加しました。

令和２年度事業方針
コンベンション誘致支援事業

これまで蓄積してきた誘致訪問先に加え国際会
議データベースからの情報を基に個別訪問を行う
とともに、首都圏で開催される商談会等に積極的
に参加してまいります。一方、地元団体や大学等
の主催団体へ働きかけも継続して行い、７市７町
（村山広域圏）におけるコンベンションの振興を
図ってまいります。

山形国際交流プラザの管理運営事業

利用者の安全・安心を一番に心がけ、さらに主
催者との情報交換を行うなど施設管理のサービス
向上に努めるとともに、セールス活動を積極的に
展開し利用促進を図ってまいります。また、昨年
多くのご来場をいただいた山形ビッグウイング
フェスティバルを、村山広域圏の協力をいただき
ながら引き続き開催いたします。
令和２年度も、コンベンション誘致支援事業と
プラザ管理運営事業を両輪に、村山広域圏の活性
化に努めてまいります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響下にお
いては、
状況に応じて柔軟に対応してまいります。

経済波及効果について詳しくご覧に
なりたい場合は、ＱＲコードから「山
形コンベンションビューローホーム
ページ：コンベンションによる経済波
及効果」をご覧ください。

山形ビッグウイング内村山広域圏
観光物産展示コーナー・リニューアル
山形ビッグウイング内「村山広域圏 観光と物産品展示
コーナー」をリニューアルしました。
山形ビッグウイングの１階には、山形県村山広域圏の観光
と物産品を展示し、各行政の観光パンフレットを設置してい
るインフォメーション・コーナーがございます。
この度、開放的で入りやすい空間にリニューアルいたしま
した。また、休憩用のイスを設置して、ゆっくり観光パンフ
レットと物産展示をご覧いただけるようになりました。山形
ビッグウイングへお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

山形県村山広域圏７市７町 おススメ観光スポット
山 形 市

やまでら天台のみち 峯の浦コース
山寺千手院観音の脇
から登るハイキング
ルートです。
修験場跡などの、 慈
覚大師円仁ゆかりの
史跡や遺跡を巡る散
策コース。
垂水不動尊に日が差
す光景は息を飲むほ
どの美しさです。

寒河江市
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「悠遠なる平安の美仏」
約1,300年の歴史を誇り、数々の傑作の仏像を持つ
慈恩寺。その中でも最も古い、平安時代の仏像を拝
観できます。

令和２年７月23日㈭～10月25日㈰
【拝観料】個人：900円
団体（15名以上）
：700円
中学生以下：無料
※新型コロナウイルス感染防止対策の影響により、中止・延期の場合があ
ります。

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
毎年県内外より多数のご来場をいただいております
「山形ビッグウイングフェスティバル」を本年も開催
の予定で進めております。
「食」をテーマとして村山広域７市７町より出展い
ただく「うまいものフェア」をはじめ、「山形市伝統
的工芸品まつり」、「みちのくこけしまつり」やステー
ジイベントなどで会場を盛り上げていきたいと考えて
いるところです。皆さまのご来場をお待ちしておりま
す。
開催に関する新しい情報は、当館ホームページの
「お知らせ」をご確認いただくようお願いいたします。
期 日：令和２年１１月２８日（土）～２９日（日）（予定）
時 間：１０：００～１６：００
場 所：山形ビッグウイング １階 展示場
入場料：無料

今後も当館では感染症予防に努めてまいりますので、
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

「おむつ交換台」を設置しました！
来館者アンケートにてたくさんのご要望をいただい
ておりました「おむつ交換台」を多目的トイレ４ヶ所
（１階展示棟北・展示棟南、２階、４階）に設置いた
しました。個室になっておりますので、他の方の目を
気にすることなくご利用いただけます。ピンクのマー
クを目印に、ご来館の際はご活用ください。

雨傘の無料レンタルを始めました

（昨年の様子）

新型コロナウイルス感染症に関するお願い

ビッグウイング正面出入口及びビッグウイング近隣
の会員飲食店６店にレンタル雨傘を設置いたしました。
駐車場までの移動や昼食で外出している際に急な雨が
降った時などにご利用ください。料金はもちろん無料
です。使用後は、ビッグウイングまたは会員飲食店へ
ご返却いただきますようご協力をお願いいたします。

「新しい生活様式」の実践として、マスクの着用、
手洗い、手指の消毒の徹底や３密（密閉・密集・密接）
の回避、人と人との間隔をあけた行動、発熱や風邪の
症状がある方の参加、対面や近距離になることを避け
る、大声で話すことを控える、また、催事の入場制限、
来場時の名簿記入などにご協力ください。

山形県村山広域圏７市７町 おススメ観光スポット
山 辺 町

大蕨の棚田
山辺町の大蕨地区にある棚
田は、日本棚田百選にも選
ばれたことのある棚田で
す。 稲 ぐ い が 一 面 に 広 が
る風景は圧巻です。モンテ
ディオ山形の選手と一緒に
田植えや稲刈り、雪上サッ
カー等のイベントもありま
す。ぜひ一度足を運んでみ
ませんか？

中 山 町

旧柏倉家住宅

江戸時代から明治時代にかけ栄えた豪農・柏倉九左衛門家の住宅です。 約４，
０００
坪の広大な敷地の中には、主屋のほか、仏間や長屋門など８棟もの建物がありま
す。 平成２５年に栽培を復活した紅花に彩られた住宅は、令和元年９月に国の重要
文化財に指定されました。 ※７月１０日㈮から一般公開します。

イベント・広告代理

飲

食

㈱リンクス

めんや縁

ドローンによる空撮、
スタビライザー付きの
手ブレないカメラで、オリジナルなプロモーション
イメージを創りませんか？！
リーズナブルなプライスで、ご提案いたします。

今 年3/25に 山 形 流 通 団
地会館内にオープン！
笑顔をモットーに母と
娘、明るいスタッフと一
緒に頑張ります！
親鶏に拘った「冷ッたい肉中華」が自慢です。

〒990-0861
山形県山形市江俣二丁目９番30号 ワコービル１階
TEL：023-673-0265 FAX：023-673-0269
http://linx-corporation.co.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。

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。

新規賛助会員も
 随時募集中！

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。
新型コロナウイルス感染
症の影響に対する取り組
みやお店の紹介、イベン
トのＰＲなど、内容は何
でもＯＫです！

〒990-0071
山形県山形市流通センター2-3 山形流通団地会館内
TEL：080-4510-9751

＊＊＊ 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！
プラス

環境にやさしいMICE開催をご提案
布エコバッグの提供（負担金：１枚税込500円）

コンベンションの資料などを入れ
るコングレスバッグに、布製のもの
をご用意いたしました。コンベン
ション参加後にも長く使えるので、
環境にやさしいエコバッグとなって
おります。
ビューロー・ロゴのデザイン（右
の写真）と、学会名やマークなどを
【サイズ（約）
】
幅345×高355×マチ80mm
入れられるオリジナルデザインをご
（A4 サイズトート）
利用いただけます。ビューロー・ロゴのデザインは１
枚単位から、オリジナルデザインは100枚単位で承っ
ております。
デザイン
値段（税込）
注文単位
ビューロー・ロゴ
500円／枚
１枚
オリジナル（学会名やマーク等） 50,000円／100枚（＝500円／枚） 100枚

＋ 10万円（上限額）
！
「コンベンション開催用貸切
バス費用支援」上限額UP

「コンベンション開催用貸
切バス費用支援」の上限額に、
10万円を加算できるようにな
りました。
「コンベンション開催用貸
切バス費用支援」は、参加人数
に応じ、上限額10、20、30、40万円を補助する、多
くの主催者様にご好評いただいている支援です。
今年度より、視察またはエクスカーションで、コン
ベンション開催地以外の村山広域圏の市や町へ訪問し
た場合、さらに上限額を引き上げることができます。
この機会にぜひ、村山広域圏でのエクスカーション
や視察をご検討ください。行き先などでお悩みの場
合、ご希望に応じたご提案もいたしますので、お気軽
にお問い合わせください。

