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※JAPCO、CPAから継続されている会員に対して、2015、2016年度は経過措置がございます。詳しくは事務局までお問い合わせください。

委員会活動

日 付 活 動 内 容
活動１．　提言・要望活動

8月31日 観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015
についてのアンケート提出

10月 平成28年度税制改正要望書提出
1月21日 日本展示会協会（東京五輪展示会場問題）へ署名提出
3月11日 観光庁入国審査場ファーストレーン設置説明会出席

4月/10月/1月 観光庁長官・JNTO・JCCB訪問
活動２．　グローバル活動支援

6月24日 SACEOS事務所（シンガポール）業務執行理事訪問
9月  9日 ICCA Affiliated Meeting Industry Association　

に登録
11月12日 AFECA10周年記念「AFECA Forum」

パネリスト派遣（クアラルンプール）
11月25日 ICCA本部国際交流推進委員訪問

（アムステルダム）
2月17日 韓国MICE協会（KMA）来日、初会合開催
2月21日 IAPCO年次総会2018誘致決定

2月25〜26日 「韓国MICE年次総会＆マーケットプレイス 2016」
スピーカーとパネリスト派遣（麗水）

活動 3. 　外部団体へ JCMA メンバーが関与
4月21日 愛知・名古屋MICE推進協議会設立総会出席
6月/ 1月 観光立国推進協議会出席
6月29日 東京観光財団評議員会出席

7月/12月/3月 東京都MICEアドバイザリーボード出席
9月/10月 沖縄県大型MICE施設整備推進委員会出席

10月/11月/2月 MIPIM JAPAN 2016 企画委員会出席
3月28日 東京都観光事業審議会出席

活動４． 人材育成支援活動
10月20日 第1回つながり勉強会
1月27日 第2回つながり勉強会

2月2日/16日 ひろがりセミナー
3月  3日 MICE3団体合同女性ネットワーキングイベント

in 鎌倉（おもてなし研修）
活動５． 同業異業種交流促進

4月  1日 JCMA発足
5月/ 1月 日本展示会協会総会、新年会
6月  4日 JCMA設立総会、設立記念祝賀会
6月  5日 第1回会員交流ゴルフ大会
6月  8日 JNTO情報交換会
6月15日 イベント産業振興協会 イベントアワード表彰式・懇親会
7月16日 JCCB20周年記念式典

9月11〜12日 サマーセミナーin沖縄
12月  9日 中間総会、中間総会会員交流会
1月21日 東京ディスプレイ協同組合賀詞交歓会
1月26日 イベント5団体賀詞交歓会
2月  3日 一水会（観光団体連絡会）

活動６．広報・宣伝活動
10月14日 メルマガプレ創刊号発行
11月18日 メルマガ創刊号発行

12月9〜10日 第25回国際ミーティング・エキスポ（IME2015）出展
1月20日 メルマガ第2号発行
3月15日 マイナンバー取扱いに係る留意事項について配信
3月16日 メルマガ第3号発行

※上記の活動を各委員会活動が支えています。

2015年度活動実績

■つながり勉強会  

■ひろがりセミナー        【2回シリーズ】

第1回：2015年10月20日
第2回：2016年  1月27日

第1回：2016年2月  2日
第2回：2016年2月16日

　MICEの基本である
Face to Faceのコミュ
ニケーションをもとに
会員相互の交流とネッ
トワーキングを促進す
ることを目的とした20
代から40代の若手実
務者勉強会。

　実務経験5年以上の 
実務者を対象とした、
ワーキンググループ形
式のプレゼンテーショ
ン型ディベートを行う
もの。
　「みんなでTh ink !   
20年後のコンベンショ
ン」と題し、自由な発
想をもとにチーム制でプレゼンを競いあい、最後に受講証授
与と各賞の授与が行われた。

62名参加

24名参加

※ つながり勉強会、ひろがりセミナーはICSコンベンションデザイン会議室にて
開催されました

人材育成
委員会
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海外のコンベンション、
MICE団体との交流、
イベントに参加  

JCMA会員同士、自治体
とJCMA、若手実務者の
交流を促進  

MICE
女性ネットワーキング・
イベント  

国際ミーティング・
エキスポ出展  

サマーセミナー in 沖縄
2015年9月11日・12日

2016年3月3日
MICE関係者が一同に集う
国内唯一のトレード・ショー

国際交流
推進委員会

会員交流
委員会

女性
委員会

広報
委員会

AFECA

韓国MICE協会

国際会議協会（ICCA）

SACEOS

AFECA Forum 2015 in Kuala Lunpur（2015.11.12）

韓国 MICE 協会来日、初会合開催（2016.2.17）

沖縄コンベンションセンターにて 

鶴岡八幡宮で正式参拝のレクチャーをいただく 浄妙寺で茶道体験 

沖縄の行政の方々と意見交換会 

東京国際フォーラムにて開催

JCMA メルマガ配信 
（2015年度4回配信） IME開催時に中間総会を開催、100名参加（2015.12.9） JCMA、日展協、MPI Japanの3団体合同 女性ネットワーキング・イベント in 鎌倉　

IMEオープンセミナー 

韓国 MICE 年次総会＆マーケット
プレイス in 麗水（2016.2.25-26）

ICCA 本部訪問（2015.11.25）

マレーシア オランダ

韓国

シンガポール

SACEOS 事務所訪問
（2015.6.24）

31名
参加

40名
参加

毎年
12月
開催

約160名が
集った
中間総会
情報交換会

（2015.12.9）

懇親会の最後は
カチャーシー（沖縄伝統舞踊）で
大盛り上がり

鎌倉市観光協会 
「鎌倉エリアにおけるインバウンドの
現状と課題」

2015年12月9日・10日
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