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静岡県東部地域で開催予定のMICE情報（2019年７月～11月）※太字はビューロー支援予定事業
※日程が変更になる可能性があります。

開催日 名　　　　称 会　　　場
７/１ 海開き式 土肥海水浴場 伊豆市

７/６～７/７ 源氏あやめ祭 古奈・長岡温泉街他 伊豆の国市

７/１３～８/２５ 水恋鳥広場川遊び 水恋鳥広場 伊豆市

７/１４～７/１５ 全日本地域医療機能推進機構病院労働組
合定期総会 ホテルサンバレー富士見 伊豆の国市

７/１５ 修禅寺・頼家まつり 修禅寺・修善寺温泉街 伊豆市

７/２２ 富士山チャレンジライド２０１９ in 御殿場・
裾野 御殿場市・裾野市 裾野市

７/２７～７/２８ 第１６回ドリームカップ 裾野市運動公園野球場 裾野市

７/２７～７/２８ 第４１回乳幼児研　夏の研究集会 ホテルサンバレー富士見 伊豆の国市

７/２７～７/２８ 第７１回沼津夏まつり・狩野川花火大会 中心市街地、狩野川河川敷 沼津市

８/１～８/４ ＪＦＡフューチャーフットボールプログ
ラムトレセン研修会Ｕ-１２ 裾野時之栖スポーツセンター 裾野市

８/１ 修禅寺・盆踊り大会 修禅寺境内 伊豆市

８/２ 修善寺駅前夏祭り 修善寺駅前周辺 伊豆市

８/３ 第４６回すその夏まつり・富士山すその大
花火大会 裾野市運動公園 裾野市

８/３ 清水町湧水まつり 柿田川公園 清水町

８/３ 第２３回長泉わくわく祭り 大いちょう通り
長泉中央通り 長泉町

８/６～８/７ ２０１９年繊維学会基礎講座 東レ総合研修センター 三島市

８/６～８/７ 第４３回（公社）東洋療法学校協会教員研
修会 プラサヴェルデ 沼津市

８/１７ 海底熟成ワインまつり 土肥・松原公園 伊豆市

８/１８～８/２０ 土肥サマーフェスティバル 土肥・松原公園芝生広場特設会場 伊豆市

８/２１ 弘法大使奉納花火大会 修善寺温泉街 伊豆市

８/２８～８/３０ 第５４回　函数論サマーセミナー おおとり荘 伊豆の国市

９/２～９/６ 第２０回　アジア・太平洋YMCA同盟　
世界大会 国際青少年センター　YMCA　東山荘 御殿場市

９/６～９/７ 第１６回　日本フットケア学会　
学術セミナー プラサヴェルデ 沼津市

９/７ 富士山すその阿波おどり大会 すその駅前商店街 裾野市

９/１０～９/１２ 第１９回日中自然言語処理共同研究促進会
議（CJNLP２０１９） プラサヴェルデ 沼津市

９/１２～９/１３ 先進セラミクス研究会若手セミナー２０１９ ゆうゆうホール 三島市

９月中旬～９月下旬 富士山すその三大花まつり 須山十里木そば畑・遊花の里・遊園地
ぐりんぱ 裾野市



2020年度以降のコンベンション誘致について

▲理事会のようす ▲総会終了後の講演会のようす

理事会・総会の開催について
　２０１９年５月２１日（火）、熱海市の起雲閣にて理事会を開催し、理事会終了後同施設を見学しました。
　２０１９年６月１１日（火）、長泉町のファルマバレーセンターにて通常総会を開催しました。平成３０年度の事業報告
及び収支決算、令和元年度の事業計画及び収支予算など各議案が承認されました。
　総会終了後、当ビューローのアドバイザーであるファルマバレーセンターの植田勝智センター長から「ファル
マバレープロジェクトとファルマバレーセンター」のタイトルで講演があり、講演終了後同施設を見学しました。

　２０１９年度は、コンベンション開催支援助成金の支出予定額が既に満了しているところです。次年度に向け、当
ビューローと共に誘致したいコンベンション等がありましたら、事務局までご連絡ください。
　また、当ビューローでは台湾・中国の旅行客に向けたSNSで情報発信しています。地域の旬な観光情報などあ
りましたら、お気軽にご連絡ください。

開催日 名　　　　称 会　　　場
９月下旬 月ヶ瀬梅林お月見コンサート 天城・月ヶ瀬梅林 伊豆市

１０月上旬～１１月下旬 修善寺菊飾り 修善寺温泉街 伊豆市

１０/５～１０/６ TOYOTA GAZOO Racingラリーチャ
レンジ２０１９in富士山すその 裾野市運動公園ほか 裾野市

１０/５～１１/３ 第５回裾野おんぱく（温故知新博覧会） 裾野市内各所 裾野市

１０/１９～１０/２０ フェスタすその 裾野市民文化センター 裾野市

１０/２０～１０/２１ 第５２回　関東甲信越静地区子ども会育成
研究協議会 ホテルニューアカオ 熱海市

１０/２７ 清水町ゆうすいクリテリウム大会 沼津卸団地 清水町

１０月下旬～１１月 松籟の宴２０１８ 沼津御用邸記念公園 沼津市

１１/１～１１/３０ 天城越え紅葉祭り 道の駅天城越え・天城山隧道 伊豆市

１１/１０～１１/１１ 第２２回よさこい東海道 中心市街地 沼津市

１１/１６ 産業医学推進研究会 プラサヴェルデ 沼津市

１１/１６～１１/１７ 第５回　子どもと保育の明日を語る全国
研修集会 ホテルサンバレー富士見 伊豆の国市

１１月中旬～１２月上旬 修善寺もみじ祭り 修善寺虹の郷・修善寺自然公園 伊豆市

１１/２３～１１/２４ 全日本建交運一般労働組合　建交労春闘
討論集会 ホテルサンバレー富士見 伊豆の国市

１１/２４ 第２４回長泉町産業祭 町健康公園（ウェルピア長泉） 長泉町



静岡県東部地域コンベンションビューローの支援報告（2019年２月～６月）
大会名　静岡がん会議２０１８
開催日　２０１９年３月２日
会　場　静岡がんセンター研究所棟１１階しおさいホール
　　　　（長泉町）
参加者　２０３人

大会名　第３０回全日本O-３０女子サッカー大会
開催日　２０１９年３月16日～２０１９年３月１８日
会　場　時之栖スポーツセンターグラウンド（裾野市）
参加者　１,６５０人

大会名　第３６回三島市バレーボールフェスティバル
　　　　（高校女子の部）
開催日　２０１９年３月２６日～２０１９年３月２８日
会　場　三島市民体育館他
参加者　１,３００人

大会名　全日本建設交運一般労働組合第１３回建交労学校
開催日　２０１９年６月１４日～２０１９年６月１６日
会　場　ホテルサンバレー富士見（伊豆の国市）
参加者　１４０人

大会名　日本高気圧環境・潜水医学会関東地方会学術集会
開催日　２０１９年６月２２日
会　場　伊豆の国市長岡総合会館アクシスかつらぎ
参加者　１２０人

大会名　文化財保存全国協議会第５０回大会沼津大会
開催日　２０１９年６月１４日～２０１９年６月１６日
会　場　沼津市立図書館
参加者　３００人

大会名　太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
　　　　富士山裾野御殿場大会
開催日　２０１９年６月２９日
会　場　裾野市総合運動公園
参加者　２５０人



●高精細印刷　文光堂印刷株式会社

コンベンションビューロー賛助会員を募集！
当ビューローでは、県東部への集客と地域活性化を図るため、コンベンション等の誘致や開催支援
をしています。このビューローの活動を理解し、支援していただける企業や団体を賛助会員として
募集しております。お気軽にお問合せください。

〒410-0801　沼津市大手町1-1-3　沼津商連会館ビル３階
TEL：055-964-1800　FAX：055-951-7877
URL：https://www.shizutou-cb.jp/

静岡県東部地域
コンベンションビューロー

南駿農業協同組合
�
HOTEL MIWA
HOTEL WEST
HOTEL ARIA
HOTEL INSIDE
�
伊豆箱根鉄道（株）
伊豆箱根バス（株）
伊豆箱根交通（株）

（株）桃中軒
�
（株）ＳＢＳプロモーション
近畿日本ツーリスト（株）　沼津支店

（株）JTB　静岡支店
富士急シティバス（株）
酪農王国（株）　（酪農王国オラッチェ）
�
（有）アーク
アパホテル富士中央
石川建材工業（株）

（株）イシバシプラザ
伊豆長岡温泉旅館協同組合
伊豆長岡ホテル天坊
伊豆の国農業協同組合

（株）ウィング（沼津グランドホテル）
（株）植松グループホールディングス
内浦漁業協同組合
海のほてる　いさば

（株）エイエイピー　三島支店
エルスリー（株）
おおとり荘
グッドリゾート（株）　淡島ホテル
沓間水産（株）　沼津魚がし

（株）蔵屋鳴沢
（株）耕文社
御殿場総合サービス（株）

（株）ゴトー
（株）コングレ
NPO法人コンベンション静岡

（株）コンベンションリンケージ
（株）さいとう看板
三交イン沼津駅前
静岡ガス（株）東部支社

（株）静岡銀行沼津支店
静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会
静鉄ホテルプレジオ沼津

スルガ銀行（株）本店
大日（株）　伊豆の国パノラマパーク
ダイワロイヤル（株）　ダイワロイネットホテルぬまづ

（有）タビーナ静岡
（株）チアアップ
（株）司旅館　ホテル沼津キャッスル
帝人アカデミー富士

（株）データサービスセンター
（株）天神屋
土肥金山（土肥マリン観光（株））

（株）東海バスオレンジシャトル
東京海上日動火災保険（株）沼津支社

（株）東日
東邦印刷包装（株）
東横イン富士山沼津駅北口Ⅰ
東横イン富士山沼津駅北口Ⅱ
東横イン富士山三島駅

（一財）日本サイクルスポーツセンター
（公財）日本ＹＭＣＡ同盟　国際青少年センター東山荘
ニューウェルサンピア沼津
沼津アーケード名店街
沼津我入道漁業協同組合

（公財）沼津市振興公社
協同組合 沼津商連会館
沼津信用金庫
沼津通運倉庫（株）
沼津ホテル旅館協同組合
沼津三津大瀬旅館協同組合
沼津リバーサイドホテル
Big Island（大嶋健一朗）　　
富士急静岡タクシー（株）

（一社）富士山浪漫之旅
（株）フヂイ
文光堂印刷（株）
戸田温泉旅館組合
ホテルサンバレー富士見
ホテル昭明館

（株）ホテルニューオータケ（ココチホテル沼津）
（株）ポニーキャニオン
（株）マースプランニング マースガーデンウッド御殿場
三島信用金庫
みしまプラザホテル
みどり美術印刷（株）
雄大（株）
ラフォーレリゾート修善寺 伊豆マリオットホテル修善寺
リコーソリューションズ東静岡（株）

※2019年７月現在（口数順・五十音順）

賛 助 会 員 ご 紹 介


