Introduction of Convention / 学会紹介

ロボティクス・メカトロニクス講演会2020
（ROBOMECH 2020 in Kanazawa）
会期：2020年5月27日
（水）
〜30日
（土）
会場：石川県産業展示館3号館 他

ROBOMECH2020 in Kanazawa
は、
「 異分野融合を加速させるロボティ

水中、宇宙、極限環境用、家庭用、コミュ

ク ス・メ カ ト ロ ニ ク ス 」を テ ー マ に 、

ニケーション用、アミューズメント用。

2020年5月27日（水）から30日（土）に
かけて石川県産業展示館（JR金沢駅か
らシャトルバスを準備いたします）をメ

たロボット・メカトロニクス技術の講演

イン会場として開催させていただくこ

がございます。本講演会では1300件を

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 教授

INTRODUCTION

第61回
日本神経病理学会総会・学術研究会
会期：2020 年6 月25 日
（木）
〜27 日
（土）
会場：金沢市文化ホール

大会長

山田 正仁

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科
脳老化・神経病態学（脳神経内科学）教授

会でもその伝統を踏襲しました。一般演

2020年7月11日（土）から12日（日）に

題、特別講演、教育講演、シンポジウム、

開催いたします。学術集会でしっかり勉

テ ク ニ カ ル セ ミ ナ ー 、R C P C 、ワ ー ク

サービス用、人間能力解析用、スポーツ

強して、2週間後に控えたオリンピック

ショップ、形態診断のためのケースカン

用、VR/AR用他多数の用途を目的とし

を爽やかな心境でお楽しみいただきた

ファレンス、症例から学ぶ形態トレーニ

いと思います。

ング、持ち込み標本お悩み相談室などか

会期：2020年7月11日
（土）
〜7月12日
（日）
会場：石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢

テーマは「臨床に直結！ 検査血液学」

ら構成されています。どの会場でも有意

超える研究発表を予定しております。ご

といたしました。臨床のレベル向上は臨

義なプログラムを実感していただける

興味のある方のご参加をお待ち申し上

床検査の発展によって実現されてきま

と思います。

歌劇座で行います。5月28、29日はポス

げております。

した。その中でも「検査血液学」は血液疾

本学会を準備するにあたり、石川県、

本大会を開催するにあたり、石川県、

患のみならず、全ての臨床各科と密接に

金沢市、金沢コンベンションビューロー

展示をメイン会場である石川県産業展

金沢市、金沢コンベンションビューロー

関連した重要な領域です。本学会の会員

を始め、ご支援いただいた関係各位に心

示館3号館で実施します。企業展示会の

他，様々な方のご支援とご協力をいただ

は臨床検査技師が最多ですが、医師や企

から感謝いたします。

ようにロボットのデモンストレーショ

きました。ご支援をいただきました関係

ンが多数みられる、ユニークな講演会で

の皆様に深く御礼を申し上げたく存じ

あります。ロボットと電気と機械を融合

ます。

業など多くの職種の方々が参加してい

大会長

朝倉 英策

金沢大学附属病院

血液内科

病院臨床教授

ます。2500人程度のご参加を見込んで
います。多職種がそれぞれの立場から発

したメカトロニクスがメインテーマで

言し、共に学び議論する有意義な学術集

はありますが、その守備範囲は極めて大

会にしたいと思っています。

きく、皆さんが思いつくロボットだけで

例年、本学会の学術集会は充実したプ

なく、農業用、建築用、エコ・環境用、医療

ログラムが特徴ですが、第21回学術集

講演会ホームページアドレス

学会ホームページアドレス

https://robomech.org/2020/

http://www.c-linkage.co.jp/jslh2020/

2020 年6 月25 日（木）〜27 日（土）

が脳の見かたを第一歩から学び、神経病

回日本神経病理学会総会・学術研究会を

理学の成果や方法を診療や研究に活用

開催させていただきます。

し、専門家は神経病理学を一層深めるこ

日本神経病理学会は、脳神経系の病理
学（神経病理学）の専門家、脳神経系を診

した。
本学会が金沢で開催されるのは

科など）、脳神経系に関心をもつ一般病

1973年以来です。多くの方々にご参加

理医、脳神経系を研究する基礎研究者ほ

いただき神経病理の魅力、金沢の魅力に

かが一堂に会する学会です。本学会は通

触れていただくことを期待しておりま

常の学会とは異なり、学会場に多数の顕

す。開催にあたり、石川県、金沢市、金沢

微鏡を配置し、持参された脳の標本をみ

コンベンションビューローを始めとす

ながら熱心に討論をするというユニー

る皆様のご支援とご協力に感謝いたし

クな伝統があります。

ます。

して「神経病理を学ぶ、活かす、極める」
を掲げました。神経病理学は脳神経系に

断・治療法等を開発するための研究の基
学会ホームページアドレス
http://jsnp2020.jp/

会期

コンベンション名

主会場

とができるプログラムを企画いたしま

る臨床家（脳神経内科、精神科、脳神経外

金沢での本学術研究会ではテーマと

Convention Schedule / コンベンションスケジュール

礎となるものです。研究会では、初心者

の3 日間、金沢市文化ホールにて第61

神科など）の基盤であり、また、新たな診

2

第21回日本検査血液学会学術集会を

と に な り ま し た 。5 月 2 7 日 は ワ ー ク

関わる診療（脳神経内科、脳神経外科、精
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第21回
日本検査血液学会学術集会

参加予定者数

（うち外国人参加）

2,000人
（10ヶ国100人）

5月27日（水）〜5月30日（土） ロボティクス・メカトロニクス講演会 2020 in Kanazawa

石川県産業展示館3号館、金沢歌劇座

6月13日（土）〜6月14日（日）

ホテル金沢

200人

6月19日（金）〜6月20日（土） 日本アンドロロジー学会第39回学術大会、第30回日本性機能学会中部総会

金沢商工会議所会館

300人

6月21日（日）

公益社団法人日本柔道整復師会 第41回北信越学術大会 石川大会

ホテル金沢

500人

6月25日（木）〜6月27日（土）

第61回日本神経病理学会総会・学術研究会

金沢市文化ホール

7月4日（土）

第98回日本脳神経外科学会中部支部学術集会

金沢医科大学

300人

7月4日（土）

日本てんかん学会東海北陸地方会・市民公開講座

金沢商工会議所会館

200人

7月11日（土）〜7月12日（日）

第21回日本検査血液学会学術集会

石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢

7月18日（土）〜7月19日（日）

2020年書籍雑誌・商業印刷製本専門委員会

令和2年度第55回東海北陸肢体不自由児者父母の会連合会石川大会

合同開催

金城樓

800人
（3ヶ国10人）

2,500人
120人
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Convention Schedule コ
/ ンベンションスケジュール

渡辺 哲陽

INTRODUCTION

ショップおよびチュートリアルを金沢
ター・デモンストレーション講演と企業

実行委員長

福祉・看護介護・リハビリ用、交通、飛行、

Introduction of Convention 学
/ 会紹介

Introduction of Convention 学
/ 会紹介
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Introduction of Convention / 学会紹介

Convention Information / コンベンション情報

◆「令和元年度

Convention Information / コンベンション情報

石川・金沢MICEセミナー」
を開催しました

1月23日
（木）、(公財)金沢コンベンションビューローと石川県コンベンション推進協議会の共催により、会員対象のセミナーを開催しまし
た。
コンベンション関連企業や石川県内の自治体等から、約50名の方にご参加いただきました。

第1部

第2部

懇談会

会場：尾山神社結婚式場

金渓閣（きんけいかく）

ユニークベニューのご紹介を兼ねて、尾山神社結婚式場

金渓閣

（きんけいかく）
を会場にして開催しました。

講演会

「国際会議ビジネスで成功するためには〜開催事例から知る主催者・参加者のニーズ〜」
会場：金沢商工会議所会館

懇談会開始前に、隣接する尾山神社にて祈願を執り行い、参加者
の皆様に厳かな雰囲気を味わっていただきました。懇談会では、会員
の皆様同士の情報交換や名刺交換の時間を持っていただきました。

（公）首都大学東京産業技術大学院大学

教授

松尾

金渓閣玄関

徳朗氏

施設紹介

を講師に招き、講演をいただきました。
松尾先生は多数の国際会議を主催された経験をお持ちで、実際

加賀百万石の礎を築いた
「前田利家公 お松の方」がご夫婦でお

に主催者として経験されたことを、エピソードを交えてお話しいた

祀りされる全国でも珍しい尾山神社と廊下で繋がる、金沢で唯一

だきました。主催者に喜ばれる対応方法や、国際会議をビジネスと

神社に隣接した結婚式場

とらえ、参加者の満足度をどのように上げるのか、
という観点での

懇親会

懇親会

懇親会

金渓閣。

最近では結婚式場以外での利用にも対応しており、
会議や懇親会、

お話がありました。
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祈願祭

展示会などの開催も可能です。

例えば、
コーヒーブレイクでできる事として、以下をアドバイスさ

一般利用としては、会議・セミナー後に直会(御祈願後参加者が

れました。

神饌を食する共飲共食儀礼)として料亭つば甚の料理・弁当で食事

・開催中は常に利用できるようにする。飲み物だけでなく軽食、

会や宴席を設ける、
という形式でご利用いただくことが多いのが特

お菓子も揃える ⇒ プログラムに合わせるのではなく、参加者

徴です。

個々のペースに合わせる

住所
問合せ先
その他施設

・会議室の中ではなく、通路や共有スペースに設置 ⇒ 参加者を
集わせる

交通・アクセス

利用可能な会場例

・氷を敷き詰めたタライにペットボトルを入れる ⇒ 見せ方を工夫

・瑞穂（シアター150名、立食100名、着席80名）
・白藤（シアター40名、着席30名）
・銀嶺（シアター50名、立食50名、着席40名）

して、喜ばせる
出席された皆様からは「小さい楽しみの積み重ねがサービスに
なると学びました」
「国際（会議）
も国内（会議）
も相通じる事が改め

金沢市尾山町11-1
076-262-3251 / 076-261-8278（FAX）
控室(小２室)・ロビー
・JR金沢駅路線バスにて「南町・尾山神社」
バス停下車。 徒歩3分
・JR金沢駅よりタクシー10分

受付時間

9:00〜17:00(定休日：月曜

営業時間

9:00〜21:00

受付開始日

祝日は営業)

特になし（予約状況を問い合わせ）

て認識できた」
などのコメントを頂き、好評のうちに終了しました。

金沢ニューグランドホテル
金沢市南町4-1
TEL（076）233-1311

金沢東急ホテル
金沢国際ホテル

ホテル金沢

金沢市大額町ル8
TEL（076）296-0111

金沢市堀川新町1-1
TEL（076）223-1111

金沢ホテル懇話会

金沢ホテル懇話会
ANAホリデイ・イン金沢スカイ

ホテル日航金沢
金沢市本町2-15-1
TEL（076）234-1111

ANAクラウンプラザホテル金沢
ＭＩＣＥ参加者へのお土産に

金沢八家の「金沢八菓」
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金沢市香林坊2-1-1
TEL（076）231-2411

金沢市昭和町16-3
TEL（076）224-6111

金沢市武蔵町15-1
TEL（076）233-2233
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Announcement / お知らせ

Kanazawa Film Commission / 金沢フィルムコミッション

◆松本清張ドラマ「黒い画集〜証言〜」が放送されます！

◆ 金沢コンベンションビューローの支援サービス
準備段階

松本清張の短編推理小説集「黒い画集」
の一編「証言」
が、古都金

・コンベンション施設、
宿泊施設等の情報提供

沢を舞台にNHKBSプレミアムのドラマとして制作されました。

・開催会場の提案と会場の手配

良き夫であり父として幸せな家庭生活を送っていた主人公は、
あ

・事前視察の受け入れ

る殺人事件の容疑者のアリバイ証人となり、苦悩します。真実を証

・各種助成制度の案内・サポート

言すれば、家族にも隠している秘密が世間に暴露され、
これまで築
いてきた地位や名誉を失う可能性があるからです…。

・コンベンション関連企業
（賛助会員）
の紹介

清張の原作に大胆な現代的解釈を加えて挑んだ今作品。

・アトラクション紹介、
エクスカーション等の企画・立案

撮影は、2020年1月中旬に市内各所で行われました。主人公が勤

・コングレスバッグの提供 （1枚100円）

務する病院、
自宅、子供が通う高校、妻が学ぶ市民講座、
ほか様々な

開催時

・
「コンベンションナビ」
他

設定で撮影があり、数多くの市民の方々にご協力いただきました。

観光・飲食関連パンフレットの提供

・JR金沢駅、
小松空港歓迎デジタルサイネージの掲示
（延べ参加人数200人以上）

金沢での撮影は全体の8割に及びます。是非放送をご覧ください。
ⒸNHK

・金沢市内タクシーに歓迎ステッカーの掲示
（延べ参加人数3,000人以上）

Kanazawa Film Commission 金
/ 沢フィルムコミッション

Announcement お
/ 知らせ

・金沢市内商店街等に歓迎ポスターの掲示
（延べ参加人数1,000人以上）
【放送予定】NHKBSプレミアム5月9日
（土）夜9時−10時29分
【原作】松本清張「証言」
（「黒い画集」
より）
【脚本】朝原雄三・石川勝己

学 会・大 会の開 催をご検討中の方はご相談下さい

【音楽】沢田完
【出演】谷原章介・西田尚美・浅香航大ほか

ⒸNHK

◆映画『種まく旅人』シリーズ最新作が今夏公開
日本の
「食」
を支える農業や漁業といった第一次産業を応援するた
コングレスバッグ

コンベンションナビ

デジタルサイネージ

タクシー歓迎ステッカー

歓迎ポスター

めにスタートした映画『種まく旅人』
シリーズ４作目となる最新作、
『種まく旅人〜華蓮のかがやき〜』。今回は、石川県金沢市の伝統
野菜「加賀れんこん」
をテーマに、後継者不在に悩む農業の現実を
見つめなおす物語とともに、
「 農業女子」
という存在をキーワード
にして農業の楽しさを描きます。石川県内の片町、香林坊、主計町
など浅野川のほか、河北潟周辺のれんこん畑などで撮影を行いま
した。本作ではシリーズ２作目に続き、栗山千明が農水省の職員
神野恵子役を演じます。更に物語には、農業を嫌い、実家を離れ、
都会で銀行マンとなった良一（平岡祐太）
と、
その恋人（大久保麻梨
子）
との恋愛模様も展開され、若い二人が農家を後継していくとい
う決心までが、金沢の美しい風景とともにドラマティックに描かれ

Ⓒ2020 KSCエンターテイメント

ています。本作は今夏、石川県を皮切りに全国で公開となります。

コンベンションスケジュールおよび
MICE情報紙（きてかな）
を送付（年4回）

出演：栗山千明、平岡祐太、大久保麻梨子、木村祐一（特別出演）、
永島敏行／綿引勝彦
監督：井上昌典

他

脚本：森脇京子

製作：KSCエンターテイメント
配給：ニチホランド
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Ⓒ2020 KSCエンターテイメント

Ⓒ2020 KSCエンターテイメント
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