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コンベンション誘致事業

■VISIT JAPAN トラベル & MICEマート2019に参加

■地方都市コンベンション協議会合同セールスに参加

主催のVISIT JAPAN トラベル & MICEマート2019に出展

歌山、松本）により組織する同協議会で、東京都内の会議

10月24日～26日にインテックス大阪で開催されたJNTO

し、海外26社の旅行会社等と商談を行いました。松本で楽

しめる文化体験の案内や自然の中で楽しめるアクティビ
ティーなど、旅行会社に対して松本の情報を提供するとと
もに、旅行商品の造成を促しました。

国内誘客宣伝事業

10月10日～11日、 ６ 地区（新潟、びわこ、高松、長崎、和

主催団体事務局48カ所をグループに分かれて訪問しました。
当協会では、14の大会事務局を訪問し、11月27日に開催

する地方都市コンベンションセミナーへの参加を依頼する
とともに、主催者団体の会議の開催情報を収集しました。

ロケ誘致支援事業

■ＲＫＢラジオまつりに参加

■松本ロケ作品映画公開情報

催の「第23回ＲＫＢラジオまつり2019」にブースを出展し

朝―」が全国で公開中。ロケ地は、
「松本市歴史の里」の

10月19日～20日に福岡市で開催されたＲＫＢ毎日放送主

ました。長野県や県内関係団体の広域連携により、りんご
や漬物など信州の特産品の販売を通じて、信州まつもと空
港の利用促進と長野県の観光をＰＲしました。
■ツーリズムEXPOジャパン2019

国内最大級の旅のイベントであるツーリズムEXPOジャ

パン2019が10月24日～27日、インテックス大阪で開催され

松本で数シーン撮影された映画「閉鎖病棟－それぞれの

旧松本少年刑務所独居舎房です。

【ストーリー】

長野県のとある精神科病院。 死刑執行が失敗し生きな

がらえた秀丸（笑福亭鶴瓶）。幻聴に悩まされるチュウさ
ん（綾野 剛）。ＤＶが原因で入院する由紀（小松菜奈）。
３ 人は家族や世間から遠ざけられながらも心を通いあわ

ました。世界100カ国・地域から1,475の企業・団体の出展

せる。 彼らの日常に影を落とす衝撃的な事件はなぜ起き

当協会は「北陸・飛騨・信州 ３ つ星街道観光協議会」と

法廷で明かされる真実が、 こわれそうな人生を夜明けへ

があり、15万人の来場がありました。

して共同出展し、市内 ２ つの国宝・旧開智学校と松本城を
中心に、飴の実演販売、浮世絵スタンプ体験などを行い、

たのか。 それでも「今」 を生きていく理由とはなにか。
と導く。

国内外からの来場者に松本地域の魅力をアピールしました。

観光宣伝事業
■第59回海と山との市民交歓会の実施

10月10日～11日の ２ 日間、姉妹都市である藤沢市との市

民交歓会を実施しました。

公募による藤沢市民34人が上高地に宿泊し、交流会で親

睦を深めました。台風19号の接近により日程が短縮されま
したが、りんご狩りや上高地ウオーキング、国宝となった
旧開智学校と松本城を見学し、松本の自然や歴史、文化を
楽しみました。

©2019「閉鎖病棟」製作委員会

～会員募集中～
松本観光コンベンション協会では、松本市の観光とコンベンシ
ョンの振興にともに取り組んでいただける会員を募集していま
す。詳しくは事務局までお問い合わせください。
観光・コンベンションに関する情報は
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TEL 0263-34-3295 FAX 0263-39-7320
ホームページ公開中

http://www.matsumoto-tca.or.jp/

コンベンションカレンダー（１１月～ １ 月）
大会名

開催期間

会

場

参加者数

第50回中部科学関係学協会支部連合秋季大会

11月 9 日㈯～10日㈰

信州大学
松本キャンパス

300

松本城ウオーク2019

11月 9 日㈯～10日㈰

松本城公園スタート

900

日本温泉地域学会第 １ 回秋期研究会

11月17日㈰～18日㈪

浅間温泉みやま荘

70

第24回醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会

11月23日㈯～24日㈰

松本市総合体育館

2,000

第65回日本宇宙航空環境医学会大会

11月29日㈮～12月 1 日㈰

松本大学

150

第48回全国高等学校選抜
バドミントン大会北信越予選会

1 月16日㈭～19日㈰

松本市総合体育館

300

※県外からの参加者が見込まれる大会。参加者数には観客数は含みません。
主催者の意向により掲載していない大会もあります。

イベントカレンダー（11月～ 1 月）
イベント名称

開催期間

開催場所

問い合わせ先
奈川そばの会
（ながわ観光協会内）

奈川在来そば週間

11月 9 日㈯～17日㈰

奈川地区全域

上高地閉山式

11月15日㈮ 11：30～

上高地河童橋

松本市山岳観光課

乗鞍高原地酒フェスタ2019

11月16日㈯

乗鞍観光センター

のりくら観光協会

星空音楽館

11月16日㈯ 15：00～

松本市教育文化センター
2 階 プラネタリウム

松本市教育文化センター

こどもオルガン劇場「るるる★られる」

11月17日㈰ 14：00～

松本市音楽文化ホール

松本市音楽文化ホール

美ヶ原温泉秋のおもてなし
11月20日㈬～21日㈭
第13回美ヶ原温泉「湯巡り」と「新そば祭り」
アントニオ・メネセス

チェロリサイタル 11月30日㈯ 16：00～

「湯巡り」企画参加旅館
美ヶ原温泉旅館協同組合
「新そば祭り」ふれあい山辺館
松本市音楽文化ホール

松本市音楽文化ホール

松本平の御柱展

12月 1 日㈰～ 1 月26日㈰

重要文化財馬場家住宅

重要文化財馬場家住宅

小山実稚恵ピアノリサイタル

12月 7 日㈯ 16：00～

松本市音楽文化ホール

松本市音楽文化ホール

藤原コレクション展

12月14日㈯～ 1 月26日㈰

松本市立博物館

松本市立博物館

まつもとHikariのページェント

12月14日㈯～ 2 月29日㈯
17：00～22：00（予定）

大名町通りほか

さわやか信州松本
フェスティバル組織委員会

松本武道祭

12月15日㈰

松本市総合体育館

松本体育協会

波多野睦美
「クリスマス・キャロル」

12月22日㈰ 16：00～

松本市音楽文化ホール

松本市音楽文化ホール

美ヶ原温泉冬のおもてなし
「美ヶ原温泉りんご湯祭り」

12月30日㈪～ 1 月 7 日㈫

美ヶ原温泉の全ての宿

美ヶ原温泉旅館協同組合

百人一首教室

12月～ 1 月

窪田空穂記念館

窪田空穂記念館

アルプちゃん＆武将とお楽しみ撮影会

1 月 1 日（水・元日）
～ 2 日㈭ 松本城

松本ホテル旅館協同組合

第29回国宝松本城新春祝賀式

1 月 3 日㈮

松本城黒門・本丸庭園

松本城管理事務所

中町今昔物語展

1 月 4 日㈯～ 2 月 9 日㈰

松本市はかり資料館

松本市はかり資料館

令和 2 年松本あめ市

1 月11日㈯～12日㈰

中心市街地

松本あめ市実行委員会

まゆ玉サービス

1 月14日㈫

松本市立博物館

松本市立博物館

浅間温泉

1 月17日㈮～18日㈯

庚申堂

だるま市実行委員会

1 月18日㈯～ 3 月31日㈫

松本市歴史の里

松本市歴史の里

だるま市・初庚申祭

パネル展「歴史の里２０１９」

全 4 回開催

