コンベンション

（財）
神戸国際観光コンベンション協会
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2009年も神戸コンベンションセンター
（神戸国際会議場・神戸国際展示場）を
よろしくお願いいたします。

特集 神戸コンベンション
誘致キャラバンを
実施いたしました。

1

Greetings from Organizers
第３２回 日本眼科手術学会総会
第１４回 日本集団災害医学会総会
第３８回 日本慢性疼痛学会

3

Event＆Exhibition
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第2回災害対策セミナーin神戸
〜減災の知恵の共有〜
第132回2009夏 日本グランドシューズコレクション
神戸花物語２００９
全国技能グランプリ・兵庫
〜伝えます かがやく技能 ひょうごから〜

神戸コンベンション
誘致キャラバンを実施いたしました。
神戸コンベンション誘致協議会は、
１０月２８日、神戸の宿泊
施設と連携を図り、
１０月１日に発足した観光庁をはじめ、首都
圏の旅行会社、マスコミ各社に対し、神戸のコンベンション誘
致キャラバンを実施いたしました。
これは首都圏において、官民一体となったコンベンション誘
致をＰＲすることにより、首都圏開催会議の神戸誘致をはかる
ものです。
観光庁では、国際会議担当の大滝昌平参事官を訪問し、官
民一体となった神戸市の受け入れ体制の充実をＰＲしました。
また、国際会議誘致についての現状と課題について、充実した
意見交換を行いました。
当協議会から「姫路城などの世界遺産をパーティ会場へ使
用できるよう調整してほしい」
と依頼し、大滝参事官からは「具
体的な案件があれば相談していただければ、できる限りの支
援をしたい。今後もまたこういう機会があればいろんな意見
を聞かせてほしい」
と言われました。
各旅行会社では、
コンベンションにおける神戸の取り組み並
びに、神戸国際会議場・神戸国際展示場をはじめとする神戸コ
ンベンションセンターの紹介及び各ホテルの誘致体制の紹介
を行いました。コンベンション誘致に特化したキャラバンは、今
回が初の試みとなりますが、引き続き、誘致キャラバンを実施
する予定です。

豊富な観光資源、他にないテクニカルビジット施設
経費が安く、効率的なコンベンションが可能
豊富な実績と経験に基づいたサポート体制

次世代スーパーコンピュータ
〜神戸を最先端の科学技術の研究拠点に〜

１８年５月１８日に発足。
（財）神戸国際観光コンベ
ンション協会に事務局を置いている。
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7つの理由があるからです。

多彩なレセプションの演出

開するため、市内大手ホテル６社が参画して、平成

TOPICS

それはコンベンションを成功させる

アクセスの良さ

官民一体となったコンベンション誘致活動を展

1

アクセス図

あらゆるニーズに対応できる充実した宿泊施設

◆神戸コンベンション誘致協議会の概要

〒650-0046
兵庫県神戸市中央区港島中町7-5-1
TEL. 078-303-0100（代表）
http://www.pearlcity.co.jp/kobe/

神戸コンベンションセンター

神戸の魅力

充実したコンベンション施設群

大滝昌平参事官（右）
と谷口常務（左）

洗練されたサービスと心温まるおもてなしで
国際都市・神戸を代表するホテルとして、
国内はもとより海外のお客様にもご好評いただ
いております。
また、
ビジネス・観光の拠点として快適な
ホテルライフがお楽しみいただけます。

コンベンション都市

無料シャトルバス運行
【ホテル〜三宮〜新幹線新神戸駅】

国際会議場(約5分）
国際展示場（約7分）徒歩圏内

会議室

客室381室、
全室無線ＬＡＮ
インターネット接続

和洋レストラン、喫茶、宴会場
結婚式場、
駐車場

ライブラリー、キッズルーム
インターネットアクセスコーナー

2007年3月、
ポートアイランド第2期
に、国の第3期科学技術基本計画で国家
基幹技術に位置づけられている次世代
スーパーコンピュータ
（以下、次世代スパ
コン）
が整備されることが決まりました。
この次世代スパコンは、2010年度末
からの一部稼動に向けて、1秒間に1京
（=1兆の1万倍）回を超える世界最速の
演算能力を目指し、現在、独立行政法人
理化学研究所が施設整備を進めている
出典：
（独）理化学研究所
ところです。
次世代スパコンの高い性能を活用した高度なシミュレーション技術により、例
えば燃料電池や新たな半導体材料の開発、創薬候補物質の探策や発病メカニ
ズムの解明、台風の進路や集中豪雨の高精度な予測など、広汎な分野での利用
が期待されています。
また、次世代スパコンは基礎研究から産業利用まで幅広い利用を想定した共
用施設として整備されるもので、ポートアイランドを中心とする神戸医療産業都
市構想のさらなる進展が期待されるとともに、国内外から最先端の大学・研究
機関・企業がポートアイランド地区に集積し、次世代スパコンを核とした世界最
高水準の研究教育拠点が形成され、様々な分野における新たな研究開発や新
産業の創出が期待できます。
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第３２回 日本眼科手術学会総会
The 32nd Annual Meeting of the Japanese Society
of Ophthalmic Surgeons

平成21年1月23日
（金）〜25日
（日）
ポートピアホテル・神戸国際展示場

会長

根木

昭

神戸大学大学院
医学研究科
外科系講座眼科学分野
教授

Greetings from Organizers

http://32jsos.jtbcom.co.jp/

3

第３２回日本眼科手術学会を2009年1月23日から3日間ポートピアホテル、
神戸国際展示場で開催致します。
近年、
眼科手術はめざましい発展を遂げ、
難治であった疾患にも有効で安全
な治療法が開発されてきています。従来からの術式は益々洗練され、上質な視
機能改善をもたらしています。本学会の目的はこれら眼科手術の基本から最先
端にいたる技術、
情報を広く交換、
討議し将来の発展へつなげることです。
テーマは 未来への連帯 とし、
特集シンポジウムとして みんなで考えようー眼
科手術の諸問題 を企画しました。診療報酬、value -based medicine、器具
のディスポ化、
眼科手術施設の偏在、
手術教育などの問題を皆様とともに考えた
いと思います。特別講演は緑内障、
斜視、
網膜硝子体疾患の３分野について過
去、現在、未来を総括していただきます。各専門学会後援のシンポジウム8題、
教育セミナー29題、
インストラクションコース12題、
スキルトランスファー4コー
スについては魅力的な内容がふんだんに盛り込まれています。一般演題は厳
正な審査をへて276題が採択されました。
コメディカルプログラム、
日本医師会
と共催の女性医師、医学生のためのセミナー、専門学会推薦のビデオ展示、
市民公開講座も企画しました。
主催者として皆様方のニーズに最大限答えられるよう全力を尽くしたいと思いま
すので、
是非とも多くの皆様方のご参加を頂けますよう心よりお願い申し上げます。

第３８回 日本慢性疼痛学会
The Japanese Society for the Study of Chronic Pain

日本慢性疼痛学会は、慢性疼痛に関わるすべての分野の人々が集まり、慢性疼痛の
解決を目指す学際的な会として、1982年に発足され、30年近く活動を続けてきておりま

平成21年2月27日
（金）
・28日
（土）

す。
しかし、本邦の慢性疼痛治療を取り巻く状況は、未だ不十分と言わざるを得ないのが

神戸国際会議場

現状です。慢性疼痛を構成する要因は極めて多彩であり、複雑な病態を身体的にも、心
理社会的にも総体として捉え、単に疼痛疾患として診るのではなく、慢性疼痛を抱える患
者を対象と考える必要があります。

会長

本学会のテーマを
「慢性疼痛の系統的治療」
としたのは、慢性疼痛の複雑な病態に

村川 和重

対応した、多様なアプローチを適切に行うためには、
身体的な要素ならびに心理社会的

兵庫医科大学
疼痛制御科学・
ペインクリニック部
教授

な要素を含む、系統的な治療が不可欠と考えたからです。
そのためには、疼痛治療に対
する集学的な診療体制の確立が必要となり、系統的な慢性疼痛治療に関わるシステム
作りも本学会に課せられた大きな責務と考えています。
そのシステムでは、順序立てたア
プローチを可能とする、様々な領域の専門家が有機的に関わりあった活動を可能にする
ことが重要となります。
本学会では、慢性疼痛に対する系統的な治療について、様々な視点から論じて、本邦
における慢性疼痛治療の質の向上を目指したいと考えています。二日間にわたり、各種

http://www.hyo-med.ac.jp/
department/pain/00.htm

講演、
シンポジウム、
パネルディスカッション、
ワークショップならびに一般演題などを予定
しており、多くの方々の参加をお待ちしています。

第１４回 日本集団災害医学会総会
The 14th Congress of Japanese Association
for Disaster Medicine

平成21年2月12日
（木）〜14日
（土）
神戸国際会議場・神戸国際展示場

会長

石井

昇

神戸大学大学院
医学研究科
災害・救急医学分野
教授

http://www.med.kobe-u.ac.jp/jadm14/
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本学会は、1995年1月17日に起きた阪神・淡路大震災を契機にして、
その
翌年に第1回日本集団災害医療研究会が開催されました。
その後、第5回か
らは日本集団災害医学会と名称変更され、現在では会員数1,300名を超える
学会へと発展してきました。救急医をはじめとして災害医療に関心のある保健
医療や工学関係者、
メディア関係者および防災関係者などが一同に会して、
災害医療経験の共有化と災害医療体制の充実強化、災害医療の教育、研
修および評価方法、災害準備や軽減策などについて討論する場として発展し
てきています。近年、国内外において数多くの自然災害や人為災害が発生し、
人々の平穏な生活を脅かしています。
このたび、神戸の地で第14回総会・学
術集会を開催させて頂くこととなり、大変光栄なことと感謝しています。
今回のテーマは、
「感謝と社会貢献：災害医療対応のコラボレーションの具現
化」
として、大震災から復興を遂げた神戸の町にご支援、
ご助力頂きました多く
の方々への感謝の意を表するとともに、
今後、
さらなる国民の安全と安心の確保
を目指して、私たちがどのような形で社会貢献していくことができるかを、地震災
害をはじめとした多くの各種災害や大規模事故の超急性期・急性期、
亜急性期
および復旧期別の現状と課題およびコラボレーションの具現化などについて前
向きに議論する場と考えています。招請講演・特別講演・教育講演・シンポジウ
ム・パネルディスカッション・ワークショップに加えて、市民参加型の災害実技体
験セミナー、
2008年5月の中国・四川大地震、
宮城・岩手内陸地震、
北海道洞
爺湖をはじめとしたSUMMIT開催関係の緊急報告を企画しています。
来る平成２１年２月１２日
（木）〜１４日
（土）、神戸開催の本学会が多くの
方々にとって有意義な会となるよう日常診療の合間をぬって教室員一同、尽
力していますので多数の皆様のご参加を願っています。

2 0 0 9 年もよろしくお 願 い申し 上 げます 。

私たちは神戸での国際会議の開催を心から応援します。安心してお任せください。
MEET IN KOBE 21 協賛社一覧
●神戸商工会議所

研修施設

飲食施設・ケータリング

ホテル

●株式会社ニチイ学館

●一冨士ケータリング株式会社

同通機器等）
・レンタル・印刷会社・神戸みやげ

●クオリティホテル神戸

空港ターミナル・交通機関

●株式会社淡路屋

●株式会社アコースト
・コーポレーション

●クラウンプラザ神戸

●神戸空港ターミナル株式会社

●株式会社トーアケータリングサービス

●株式会社教映社

●グリーンヒルホテル神戸

●ポートライナー
・六甲ライナー

●株式会社阪急デリカ

●株式会社ジェイ
・アイ・シー

●神戸三宮ユニオンホテル
●神戸東急イン
●神戸プラザホテル
●神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ
●神戸ポートピアホテル
●神戸メリケンパークオリエンタルホテル
●三宮ターミナルホテル

（神戸新交通株式会社）

●神戸 西神オリエンタルホテル
「オリエンタルソース」
（神戸国際展示場内）

旅行会社
●株式会社JTB西日本
●株式会社日本旅行

EC営業部

神戸支店

●近畿日本ツーリスト株式会社

神戸支店

客船会社・観光施設
●株式会社神戸クルーザー
「コンチェルト」

会場設備・設営等（看板・各種ディスプレイ、

神戸支店

●株式会社清水
●株式会社シンエー

●THE

GARDEN ORIENTAL SOSHUEN

●株式会社セレスポ

●THE

HOUSE OF PACIFIC

●株式会社タケナカ

●シー
・エイチ・エム株式会社

●株式会社ディスプレイ

タモン

●ナガサワ食品株式会社

●株式会社ディスプレイ

ミワボシ

カフェレストラン ベーネベーネ

●株式会社フジヤ

PCO（会議事務局代行業）
・通訳会社

●株式会社プレント

「神戸空港−関西空港ベイ・シャトル」

●株式会社ICSコンベンションデザイン

●神戸国際ステージサービス株式会社

●ダイワロイネットホテル神戸三宮

●神戸花鳥園

●株式会社インターグループ

●ヤマトヨ産業株式会社

●ニューオータニ神戸ハーバーランド

●新神戸ロープウェー
・神戸布引ハーブ園

●株式会社コングレ

●ホテルオークラ神戸

●田崎真珠株式会社

●株式会社コンベンションリンケージ

●ホテルパールシティ神戸

●早駒運輸株式会社
「神戸シーバス」

●株式会社ジェイコム

●ホテル1-2-3神戸

●ルミナスクルーズ株式会社
「ルミナス神戸2」

●日本コンベンションサービス株式会社

●シーサイドホテル舞子ビラ神戸

●海上アクセス株式会社

田崎真珠ギャラリー

大阪事業所

ダスキンレントオール心斎橋ステーション
●有限会社神戸コンベンションライン
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第2回災害対策セミナーin神戸 〜減災の知恵の共有〜
（木）
・16日
（金）
■会期 2009年1月15日
■会場 神戸国際会議場
■主催 神戸市・財団法人神戸国際観光コンベンション協会・
財団法人神戸市防災安全公社・
財団法人神戸都市問題研究所
神戸市では今年度も、
「災害対策セミナーin神戸」
を、
2009年1月
15日
（木）
・16日
（金）
の2日間、
神戸国際会議場で開催します。15日
（木）
の午前中は
「防災功労者」
・
「ともにつくる安全で安心なまちづく
り賞」表彰式と、
京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・教
授の河田惠昭先生による基調講演が、
また、
15日午後および16日
には、防災関係団体による減災対策についての各種セミナーが開
催されます。阪神・淡路大震災と、
その復興の過程で学んだ多くの経
験や教訓を次世代に引き継ぎ、
国内外に発信していくことは、
震災を
体験した神戸市の大きな使命です。防災関係者や市民の方々に多

■プログラム

15日（木）午前
神戸市立港島小学校合唱「しあわせ運べるように」、
神戸市長あいさつ、
「防災功労者」表彰、
「ともにつくる安全で安心なまちづくり賞」表彰、
基調講演 京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・教授
河田惠昭

らえるように工夫したイベント内容は、一般市民参加型の多彩な花の作品展示
（コ

詳しくはホームページをご覧ください。

ンテスト形式）
、神戸市産のチューリップ、
パンジーで彩る巨大オブジェ展示、専門
満載です。ぜひご家族やご友人と一緒に、花のある暮らし の素晴らしさを感じてく
ださい。

お問い合わせ

開催後、会場で展示した花は、神戸市内の福祉施設や幼稚園・小学校の飾花

神戸市危機管理室
TEL078-322-6487 FAX078-322-6031
財団法人神戸国際観光コンベンション協会
TEL078-303-0029 FAX078-302-1870
http://www.kcva.or.jp/saitai

に再利用し、神戸の街の彩りに役立てます。
ぜひご家族やご友人と一緒に、花のある暮らし の素晴らしさを感じてください。

第132回2009夏 日本グランドシューズコレクション
昭和33年8月の初開催以来、
皆様にご支援いただきました
「日本グ
ランドシューズコレクション」
も今回で第132回を迎えることになりました。
昨今の消費者は、
ひと味違う自分を見せたいという願望が強くなっ
ており、靴もその例外ではありません。昨年流行ったパンプスとサン
ダルを掛け合わせた
「パンダル」
は、今後もさらに増えるのではと言
われています。
また、
ブーツとサンダルを掛け合わせたようなデザイン
も目立ってきました。
会場では、組合員が全力で製作した伝統に裏付けされた確かな
職人技と最新のテクノロジーをミックスし、履き心地もよく、消費者
ニーズを満足させる商品を展示しています。
今回は、
ファッションシューズコンテスト2009の入賞作品の展示
も行っています。
神戸空港からも近く、交通アクセスも大変便利です。全国各地
からのご来場をお待ちしています。
なお、招待状ご希望のバイヤーの方は、当組合ＨＰよりご登録お
願いします。

お問い合わせ
神戸花物語実行委員会 事務局 吉川・大窪
TEL078-322-5355 FAX078-322-6076
http://www.k-hanastory.visitors.jp/

全国技能グランプリ・兵庫

〜伝えます

（水）
・22日
（木）
■会期 2009年1月21日
21日9：30〜17：30／22日9：00〜16：30
■会場 神戸国際展示場２号館

C O N V E N T I O N

花のある暮らし の普及を応援するイベント
『神戸花物語』
は、今年で3回目の
開催となり、今年も5万本の花が皆様をお出迎えします。
より 花 を身近に感じても

家による園芸講座、花のオークションなど、観て、聞いて、参加して楽しめるもので

ただく機会にしていただきたいと期待しております。

K O B E

（金）
〜15日
（日） 10：00〜17：00
■会 期 2009年3月13日
■会 場 神戸国際展示場3号館
（中学生以下無料）
■入場料 当日500円／前売400円
（前売券は、
ローソン、
チケットぴあ、神戸市営地下鉄売店等で販売中）
■主 催 神戸花物語実行委員会
（神戸市、
（財）
神戸国際観光コンベンション協会、兵庫六甲農業協同
組合、
神戸市花き協会、
兵庫県生花
（株）
、
兵庫県生花商業協同組合、
（財）
神戸みのりの公社、
（株）
神戸ワイン、
（財）
神戸市公園緑化協会、
神戸新交通
（株）
、神戸商工会議所で構成）
■後 援 農林水産省、兵庫県他

防災関係団体によるセミナー、シンポジウム
15日（木）午後
特定非営利活動法人 危機管理対策機構／京都大学防災研究所
巨大災害研究センター／新・神戸の地盤減災研究会／特定非営利
活動法人 人・家・街安全支援機構／特定非営利活動法人 国際レス
キューシステム研究機構
16日（金）
京都大学防災研究所 巨大災害研究センター／神戸市すまいの安心
支援センター／神戸大学都市安全研究センター／社団法人 日本技
術士会近畿支部建設部会／ポーアイ4大学連携推進センター

数ご参加いただき、
地域の減災対策について一緒に学び、
考えてい

Event&Exhibition

神戸花物語２００９

かがやく技能

ひょうごから〜

■会 期 2009年３月21日
（土）
・22日
（日）
（9:30〜17:00、22日は16:30まで）
■会 場 神戸国際展示場、
ワールド記念ホール、神戸高等技術専門学院 ほか
■入場料 無料
※なお、20日
（金・祝）
には開会式、23日
（月）
には表彰式を実施します。
全国の熟練技能士が技の日本一を競い合う大会「全国技能グランプリ・兵庫」
が、神戸国際展示場をメーン会場として開催されます。

・兵庫

ンプリ

婦人服製作やフラワー装飾など31職種の熟練の

能グラ

技を間近でご覧いただけるほか、併催イベントでは、親
子でご参加いただけるものづくり体験などでお楽しみ
いただけます。
ぜひ会場へお越しください。
お問い合わせ

お問い合わせ

日本ケミカルシューズ工業組合
TEL078-641-2525 FAX078-641-2529
http://www.csia.or.jp

全国技能グランプリ・兵庫 推進協議会事務局
（兵庫県能力開発課内）
TEL078-341-7711（内3723,3724,3725）
http://web.pref.hyogo.lg.jp

「ビジネスご宿泊プラン 紳士の休息」

期間：平成20年10月1日
（水）
〜平成21年3月31日
（火）
の平休日のみ

生 演 奏でクルージングを演 出 致します 。

ご夕食は、和食・中国料理の2種類からお選びいただけます。

※フェア期間中、貸切等一部お受けできない場合がございます。

有料番組を無料

※インターネットからでもご予約いただけます。
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EVENT

KOBE CONVENTION

KOBE CONVENTION

EVENT

6

コンベンション

KOBE CONVENTION CALENDAR
2009 1-3

1月 January

名称

会場

参加予定総数

主催者または事務局

分類

１０日
（土）
・
１１日
（日）

第９７回医用超音波講義講習会

神戸国際会議場

８００人

日本超音波検査学会

講演会

１５日
（木）
・１６日
（金）

第2回災害対策セミナーin神戸
〜減災の知恵の共有〜

神戸国際会議場

１,０００人

神戸市
財団法人神戸国際観光コンベンション協会
財団法人神戸市防災安全公社
財団法人神戸都市問題研究所

セミナー

１７日
（土）

メディカ出版国試対策セミナー

神戸国際会議場

１８０人

株式会社メディカ出版

セミナー

２１日(水）
・２２日
（木）

第132回２００９夏
日本グランドシューズコレクション

神戸国際展示場

３,５００人

日本ケミカルシューズ工業組合

展示商談会

２３日
（金）
〜２５日
（日）

第３２回日本眼科手術学会総会

ポートピアホテル
神戸国際展示場

４,０００人

神戸大学大学院医学研究科
外科系講座眼科学

学会

２９日
（木）
〜３１日
（土）

コンプレックス・キャセター・セラピューティックス２００９
（ＣＣＴ２００９）

神戸国際展示場
神戸国際会議場
ポートピアホテル

５,０００人

ＣＣＴ事務局

国際会議

３１日
（土）

平成２１年度
第１回兵庫県整形外科医会学術講演会

神戸国際会議場

２００人

兵庫県整形外科医会

講演会

会期

名称

会場

参加予定総数

主催者または事務局

分類

１２日
（木）
〜１４日
（土）

第１４回 日本集団災害医学会総会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

１,０００人

神戸大学大学院医学研究科
災害・救急医学分野

学会

１５日
（日）

兵庫民医連学術運動交流集会

神戸国際会議場

７００人

兵庫県民主医療機関連合会

交流集会

２１日
（土）

第３回全国特別支援教育
コーディネーター会議ｉ
ｎ 神戸

神戸国際会議場

７００人

兵庫教育大学
特別支援教育教員養成プログラム開発センター

シンポジウム

２１日
（土）
・
２２日
（日）

アフリカ人道支援セミナー
（仮称）

神戸国際会議場

2００人

外務省国際協力局人道支援室

セミナー

２７日
（金）
・２８日
（土）

第３８回日本慢性疼痛学会

神戸国際会議場

5００人

兵庫医科大学
疼痛制御科学・ペインクリニック部

学会

２８日
（土）

５
ｔ
ｈ 近畿 ＥＳＤ Ｌ
ｉ
ｖｅ Ｓｅｍｉ
ｎａ
ｒ

神戸国際会議場

６5０人

近畿内視鏡治療研究会

セミナー

会期

名称

会場

参加予定総数

主催者または事務局

分類

９日
（月）

第１回バイオプロダクション
次世代農工連携拠点国際シンポジウム

神戸国際会議場

３００人

神戸大学

シンポジウム

１３日
（金）
〜１５日
（日）

神戸花物語２００９

神戸国際展示場

２０,０００人

神戸花物語実行委員会

イベント

神戸国際展示場

１,５００人

3月 March

１５日
（日）

KOBE STYLE

ダーツ・
トーナメント

有限会社

Far East

イベント

２１日
（土）
・２２日
（日）

全国技能グランプリ・兵庫
〜伝えます かがやく技能 ひょうごから〜

神戸国際展示場
ワールド記念ホール
神戸高等技術専門学院他

２６,０００人

全国技能グランプリ・兵庫
推進協議会事務局

イベント

２２日
（日）

第１６回教育講演認知症ケアに必要な
コミュニケーション技法

神戸国際会議場

５００人

日本認知症ケア学会

講演会

〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目9-1（神戸国際交流会館内） TEL.078-302-5200 FAX.078-302-6485 URL/http://www.kobe-cc.jp E-mail/kobe.conf-exb@kcva.or.jp

2月 February

（財）
神戸国際観光コンベンション協会

会期

