Report / 活動報告

観光庁が実施する事業に、今年度全国５都市（札幌、仙台、横浜、
金沢、福岡）が支援対象都市として選定され、８月末のキックオフ
多くの
ミーティングに始まり、
全３回のトレーニングを終了しました。

公益財団法人 金沢コンベンションビューロー 〒920-0918金沢市尾山町9番13号 金沢商工会議所会館 3階
E-mail:convention@kanazawa-cb.com URL:https://www.kanazawa-cb.com/

賛助会員の皆さまにご参加いただき、
いろいろなご提言を賜りまし
たこと、
また、
県内視察の際には多大なご支援をいただきましたこと
に、
この場をお借りして、
改めて感謝を申し上げます。
専門家による研修を受けることで、
金沢、
加賀、
能登の有する観光
資源の魅力の発信に磨きをかけ、観光庁の掲げる目標「2030年
ＭＩＣＥ関連訪日外国人消費額8,000億円」に少しでも貢献できれ
ばと思っております。
新型コロナウィルス感染症が一日も早く収束し、日常が戻り、多
くの外国人観光客が街に行き交う姿が見られることを期待してお
ります。

Announcement / お知らせ

MICEセミナー開催のお知らせ

問い合せ先：（公財）金沢コンベンションビューロー
TEL
（076）
-224-8400

海外からの誘客の現状と課題について、長年MICE関連事業に幅広く携わってこられ、今年度の機能高度化
事業をご担当いただいた ㈱ JTB コミュニケーションデザインの平間 令子氏をお招きして、
セミナーを下記の
とおり開催いたします。
詳細が決定次第、
ホームページに掲載予定です。
日

程

2022年2月8日（火）
オンライン開催

講

師

平間

令子

講師プロフィール
20年前よりコンベンション・企業ミーティング事業に携わる。
その後シンガポールを

氏

㈱JTB コミュニケーションデザイン
プロモーション事業局
営業第一課 マネージャー

石川の最新MICE情報をお届けします。

本年もよろしくお願いいたします。

謹賀新年
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◆海外からのインセンティブ旅行誘致に関わるコンベンションビューロー等機能高度化事業
全3回のトレーニングが終了

はじめとするアジア・パシフィック地域にて現地発アウトバウンド事業ならびに現地
のJTB法人支援、企業イベントの企画運営などを担当。帰国後は訪日MICE（特に
ミーティング・インセンティブ旅行の企画・運営）
やコンテンツ開発に従事し、現在は
訪日プロモーションを中心に地方創生や地域活性化を扱っている。

◆「第31回国際MICEエキスポ・オンライン（IME 2022 Online）」に出展します
全国のコンベンション・ビューローなど、
MICEに関わる出展者が
一同に会する、日本で唯一の商談会です。
・学会、会議、イベント開催の案件があり、相談したい。
・まだ具体的には決まっていないが、助成金や会場について情報

日

程

2022年2月16日（水）〜17日（木）
10：00〜17：10（商談時間：１セッション30分間）

オンラインの商談会として実施します。
ご希望の商談時間に事前アポイントを入れていただく他、
当日のご参加も可能です。

収集しておきたい。
このような方は、ぜひ商談のアポイントをお申し込み下さい。

主催：(一社)日本コングレス・コンベンション・ビューロー(JCCB)
日本政府観光局(JNTO)
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不定休

表紙写真：
「加賀八幡起上り」
(金沢市)
か が はちまんおきあが

表紙写真：加賀八幡起上り

金沢市の希少伝統工芸に指定されており、縁起物として親しまれてきた郷土玩具です。
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コンベンションニュース金沢
公益財団法人 金沢コンベンションビューロー
金沢市尾山町9番13号 金沢商工会議所会館 3階
TEL 076-224-8400/FAX 076-224-6400

New Year s Greetings / 新年のご挨拶

Introduction / ビューローの補助制度の紹介

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

新年のご挨拶

金沢コンベンションビューローでは、石川県内に学術会議等各種コンベンションの開催実現を促進するため、下記の補助・貸付金
制度をご用意しております。詳細についてはお問い合わせください。

撮影レポート

◆ 石川県内視察旅費補助制度

〜第6回 第７回 IRいしかわ鉄道・のと鉄道（石川県）
〜

学術会議・各種大会の開催地を決定する権限を持つ主催者、または主催者の命を受けた視察者が石川県内の会場を視察する場合、
費用の一部を補助します。
公益財団法人 金沢コンベンションビューロー
理事長

安宅

建樹

新年明けましておめでとうございます。
平素は当財団の運営につきまして、多大なるご理解とご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから、早２年が経過しようとするなか、ＭＩＣＥ主催者や関係者の
皆様におかれましては、
「 新たなＭＩＣＥのかたち」
での開催が実現できるよう、並々ならぬご尽力を賜り、改め

●対

象

● 補助金額

開催地を選定中の学術会議や各種大会
交通費と宿泊費を合計した額で、1人当たり3万円まで（1学会につき2名まで）
※会議主催者が視察者に視察旅費等を支給する場合、ビューローは重複しての補助は行いません。

◆ 貸付金制度
象

て敬意を表したいと存じます。
リッド」開催の割合が増加し、対面交流の重要性や国際会議における時差等の課題はありますが、地方都市で

（1）非営利団体が行うものであること
（2）北陸（富山県、石川県及び福井県）地方会を超えるものであること

はこれまで開催が難しかった、大規模なコンベンション誘致のチャンスが生まれるものと考えております。

● 補助金額

昨年は東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が記憶に新しいことかと存じますが、当地では

●
●
●
●

「第18回日本予防医学会学術総会」
や
「第14回日本在宅薬学会学術大会」
などが開催されております。更に当財

●

団で把握しているコンベンション統計では、過去最少であった昨年度１年間から、
回復の兆しも見え始め、
当地へ

貸付金額
貸付利息
貸付期間
返済期限
連帯保証人

（3）6ヶ月以上の準備期間を要するものであること
（4）国又は地方公共団体等の賛同を得たものであること

して開催できるよう、今後も
「新たなＭＩＣＥのかたち」の提案を続けて参ります。
末筆ではありますが、改めて新型コロナウイルス感染症の早期収束を期待すると共に、皆様方のご健勝とご活
躍を祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
令和四年元旦

主会場

2月10日（木）〜2月12日（土）

第24回日本薬物脳波学会
（JPEG）
＆
（JSBET）
第38回 日本脳電磁図トポグラフィ研究会
合同開催 JSBET/JPEG Joint Meeting 2021 in Kanazawa
角膜カンファランス2022
第46回日本角膜学会総会・第38回日本角膜移植学会

2月25日（金）〜2月26日（土）

第31回泌尿器科分子・細胞研究会

2月4日（ 金 ）〜 2月5日（ 土 ）

監督：金森正晃
出演：新垣里沙（元 モーニング娘。）
新田さちか、布川隼汰、アントニー（マテンロウ）ほか
● 放送：MROテレビ
2月12日（土）13日（日）16時より放送予定 全５話
放送後、TVerやYouTubeで配信予定
●

おります。
コンベンション名

チョコレート支出額１位*の金沢を
「ショコラの街にしたい！」
との想いから企画されたドラマが、昨夏、実在する
５つの洋菓子店を中心に市内各所で撮影されました。
お菓子ブログで人気のインフルエンサーが、
ひょんなことか
らチョコレートのセレクトショップを任され、金沢のチョコ文化を紐解いていく物語。加賀友禅や金箔体験など、
随所に金沢の伝統文化やゆかりの物が登場します。
バレンタインデー直前に、是非オススメの番組です。

●

Convention Schedule / コンベンションスケジュール

しかしながら、新たな変異株の出現など、今後もＭＩＣＥ業界を取り巻く情報の収集が必要不可欠となって
会期

金沢大学医学部記念館
石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢
金沢商工会議所会館

※上記掲載内容は、
諸事情によって中止・延期になる場合があります。

公式インスタグラム

公式ツイッター

カフェでの一コマ

100人
1,000人
250人

フードピア金沢2022〜いっしょにめぐる冬のフード（風土）〜

フードピア金沢は、加賀百万石の歴史と風土が築き上げた食文化を活用した情報発信

【金澤老舗よもやま話】

市内の老舗料亭を会場に、創業100年以上の老舗企業経営者等を講師に迎え、老舗企業ならで
はの薀蓄のある話と金沢の美味しい食を組み合わせた“食談義”を行います。

金沢ニューグランドホテル

金沢国際ホテル

【雪見のうたげ】

金沢市堀川新町1-1
TEL（076）223-1111

金沢市香林坊2-1-1
TEL（076）231-2411

金沢市南町4-1
TEL（076）233-1311

金沢市大額町ル8
TEL（076）296-0111

【金澤町家“食”めぐり】

金沢ホテル懇話会

金沢市昭和町16-3
TEL（076）224-6111

ANAホリデイ・イン金沢スカイ

ホテル日航金沢

金沢市武蔵町15-1
TEL（076）233-2233

金沢市本町2-15-1
TEL（076）234-1111

令和４年２月１日（火）〜２月28日（月）

型イベントで、1985年に始まり37回目を迎えます。
当地に根ざす地域資源・文化をコンテ
ンツとした事業を展開しており、金沢芸妓、老舗、金澤町家等の風土が育てた資源・文化を
活用した事業に加え、市内の都市ホテル等での食に関する多彩な催しで、皆様をお待ちして
おります。冬の金沢の魅力をご堪能ください。

金沢東急ホテル

ANAクラウンプラザホテル金沢

にし茶屋街にて

Announcement / お知らせ

参加予定者数

（うち外国人参加）

ホテル金沢

金沢ホテル懇話会

BS11「私たち鉄印帳はじめます。」公式サイト
https://www.bs11.jp/education/tetsuincho/
動画配信サービス「Paravi」で、過去のアーカイブ配信中
https://www.paravi.jp/title/80035

＊総務省統計局の家計調査（二人以上の世帯）
品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング（2018年（平成30年）〜2020年（令和２年）平均）

開催予算額の20％以内
（ただし、100万円以上で300万円を限度）
無利息
2年以内
コンベンション終了後2ヶ月以内
要2名

の経済波及効果の回復も期待しております。

当財団としても、関係機関の皆様と一丸となり、地元をはじめ来県される皆様がポストコロナ時代でも安心

七尾湾にて

ドラマ「鈍色ショコラヴィレ」

1.石川県内で開催されるコンベンション
2.次の要件を満たす学会・大会・会議

特にコンベンションにおいては、オンライン会議の利便性から、現地開催にオンラインを併用した「ハイブ

昨秋、
ローカル線に乗って鉄印を集める紀行番組が、石川県で撮影されました。旅大好き
女優の高橋メアリージュンさんと佐藤乃莉さんが、IRいしかわ鉄道で金沢駅に到着。
まずは
「未来へ伸びる愛ある鉄道」
と爽やかな青色の鉄印をもらい、近江町市場、
ひがし茶屋街へ。
フォトジェニックな金沢を楽しんだ後はのと鉄道に揺られ、海が見える絶景温泉で一休み。
翌日、
目的の鉄印を求め穴水へ。車窓から見える能登の原風景や空から撮影された里山里海
が織りなす大自然は圧巻。地元の方々とのふれあいも気ままな旅に登場します。
現在、動画配信サービス
「Paravi」
で配信中です。
にびいろ

石川県内で開催するコンベンションの主催者に対して、開催準備金を無利子にて貸付します。
●対

紀行番組「私たち鉄印帳はじめます。」

金沢の歴史と共にその伝統を受け継いできた金沢芸妓による、
当地ならではのお座敷文化（芸妓
の舞やお座敷太鼓）
を気軽に楽しめる場を提供します。
金澤町家研究会協力のもと、
当地の歴史的資産である
「金澤町家」
の魅力と食を組み合わせた企
画で、
まちなみに今もなお残る魅力“金沢らしさ”を再発見できる周遊ツアーを実施します。

【お家でもフードピア〜金沢の味レシピ〜】

気軽にお家でもフードピアをお楽しみいただけるように、金沢の郷土料理や旬の野菜を使った料
理のレシピ動画をWEBサイトで公開します。
また、実際に郷土料理等を作って、味わうことのでき
る家族料理教室を開催します。

【冬の金沢“いいコト、
いいモノ、
いい食”めぐり】
ＭＩＣＥ参加者へのお土産に

金沢八家の「金沢八菓」

「日本酒」
「落語」
「名勝」
「工芸」
「町めぐり」
などのテーマにちなんだコースをめぐり、金沢の恵まれ
た地域資源に触れつつ楽しい食事を堪能できる場を提供します。
● お問い合わせ フードピア金沢開催委員会事務局
（金沢商工会議所内）
TEL 076-232-1000 平日9：00〜17：00
● ホームページ https://www.foodpia-kanazawa.jp/
各事業の詳細はホームページをご確認ください。
※一部チケットは完売している場合もあります。
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