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竸基弘賞授賞式及び記念講演
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第８回 アジア情報技術フォーラム
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阪神・淡路大震災１５周年フォーラム

3

第３回 災害対策セミナーin神戸

3

Greetings from Organizers
第４０回 日本心臓血管外科学会学術総会
日本発達心理学会 第２１回大会

4

Event＆Exhibition
5
第2回 サイエンスフェアin兵庫
第１３5回 ２０10夏 日本グランドシューズコレクション
コンプレックス・カルディオバスキュラー・セラピューティックス2010（CCT2010）

「新長田に震災復興のシンボル 鉄人２８号 現る！」
（Ｃ）
光プロ/ＫＯＢＥ鉄人ＰＲＯＪＥＣＴ２０10

震災15年

2010年1月9日〜1月20日まで開催

国際会議場にて各種会議開催
第１回 世界災害看護学会
The 1st Research Conference of World Society of Disaster Nursing

■ 会期

2010年1月9日
（土）
・10日
（日） ■ 会場

神戸国際会議場

世界災害看護学会は、1995年の阪神・淡路大震災を契機に設立された日本災害看護学会及び国
内外の40組織を発起団体として、2008年7月に設立されました。その設立目的は、世界中で災害が
多発するなか、災害に関する知識や情報の共有・活用を目指し、国際レベルでの学術交友や共同研究
を推進し、災害看護学の知識や実践の体系化を図ることです。
大会長
第1回世界災害看護学会は、この世界災害看護学会の設立目的を受けて、日本災害看護学会主催
のもと、阪神・淡路大震災から15年を経た2010年1月9日（土）、10日（日）に神戸国際会議場にて開
南 裕子
催されます。
近大姫路大学学長
本大会の開催目的は、災害時における人々の生活と健康に寄与するために、知識や情報の共有化
を図り、災害時の看護ケアのグローバルスタンダード化に向けた検討を行うことであり、
「災害がつな
ぐ地球人の絆」をテーマとしています。大会では、WHOやICN（国際看護師協会）など海外から災害看護に携わる専門家を招
へいし、世界の動向に注目した講演や国内の災害に関わる専門職とのパネルディスカッション、災害看護に関心をもつ一般市
民を対象とした市民フォーラムなど多彩なプログラムを予定しています。日本語の通訳もございますので、ぜひ多くの皆さま
方のご参加をお待ちしております。
■ 主催 日本災害看護学会・世界災害看護学会

http://WSDN2010.umin.jp/

災害対応ロボティクスシンポジウム
竸基弘賞授賞式及び記念講演
■ 会期

2010年1月15日
（金）9:20〜16:40

■ 会場

神戸国際会議場

501会議室

自然災害やＮＢＣＲ災害などにより被災した建造物内（地下鉄、地下街、高層ビルなど）での情報収集は、迅速かつ効率的に
行う必要がありますが、危険な環境下での情報収集には二次災害の危険もあり、新たな情報収集の方法が期待されています。
こうした背景から、現在、迅速移動・センシング・自律性に優れたRT技術をいかし、複数ロボットが被災建造物内を高速に走
破・探査できるシステムの研究開発が進められています。今回のシンポジウムでは、その最先端の研究内容を国内外の研究者
よりご紹介するとともに、現在開発中のロボットの一部を展示いたします。
またシンポジウム終了後には、国際レスキューシステム研究機構が主催する｢竸基弘賞（※）｣の第5回授賞式および受賞者
による記念講演を開催いたします。
災害がいつ起こるか分からない昨今、安心安全な社会づくりに貢献するために日々研究が進められているレスキューロボッ
ト及びシステム分野の先端技術を皆様に知っていただくために、ぜひお聞きいただきたい内容です。皆様のご来場を心よりお
待ち申し上げます。
（参加費無料。お名前、ご所属、ご連絡先を下記事務局まで）
※｢竸基弘賞｣とは： 阪神淡路大震災で倒壊したアパートの下敷きになり23歳の若さで亡くなった当時神戸大学大学院の博士前期課程1年生であった竸基弘氏
にちなんで設立した賞で、レスキューロボットやシステム関連分野の進展をはかり、若手研究者・技術者を奨励することを目的としています。

■ 主催

特定非営利活動法人 国際レスキューシステム研究機構
TEL:078-303-3630 FAX:078-303-3631 E-mail : sympo@rescuesystem.org

いのちの「水」シンポジウム
―緊急時用水確保に関する検証―

●14：00 主催者挨拶
福田 秀樹 神戸大学学長／有木

■ 会期 2010年1月15日
（金）
１４：００〜１８：２０
■ 会場 神戸国際会議場
メインホール

●14：15 研究発表
「市民生活状況からみた地震時用水確保に対するリスク軽減」
平山 修久 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 グローバルCOE特定准教授

神戸大学の都市安全研究センターが中核となっ
て昨年から「緊急時の用水確保に対する研究会」を
進めてきておりますが、震災１５年に当たる１月に、
本研究会の中間時点での成果と今後の方向性につ
いて、広く皆様に知っていただくことを目的に今回
の【いのちの「水」シンポジウム】
を開催いたします。
■ 主催
■ 共催

都市安全研究センター

KOBE CONVENTION

●16：20 パネルディスカッション「いのちの水−緊急時の用水確保」
＜パ ネ リ ス ト＞齋藤 富雄
財団法人兵庫県国際交流協会理事長
中村 順子
NPO法人コミュニティ・サポートセンター理事長
加護野 忠男 神戸大学大学院経営学研究科教授
小林 英一
神戸大学大学院海事科学研究科教授
小宮 強介
旭化成ケミカルズ株式会社取締役常務執行役員
＜コーディネーター＞福島 敦子
キャスター・エッセイスト

TEL:078-803-6437

■ 後援

厚生労働省、兵庫県、神戸市

FAX:078-803-6394

神戸とニューオリンズの被災地復興地区交流
■ 会期

2010年１月16日
（土）10：00〜17：30

■ 会場

神戸国際会議場

301国際会議室

10：00〜12：00 「次世代を担う若い世代間の語り継ぎを考える
（1995年〜2010年）
−被災地学生交流事業―」
インドネシア、中国、台湾、米国など巨大災害の被災地から神戸に留学している留学生たちと日本の学生た
ちが震災15年目を迎える被災地神戸のまちや被災者から災害復興の経験を学び、共有する被災地学生交流
事業を開催する。
13：00〜17：00 「ニューオリンズの被災地復興地区交流事業」
ニューオリンズと神戸の地域コミュニティーが復興の経験を相互に伝達し、さらにその経験を発信していく
枠組みとして、5つのコミュニティー・団体でMOU（Memorandum of Understanding）を締結し、お互いの
復興の経験・悩みを共有していくとともに、さらには復興の経験を社会に発信するための枠組みを構築する。
■ 主催 「世界災害語り継ぎフォーラム」実行委員会

第8回 アジア情報技術フォーラム
Asian Forum of Information Technology（AFIT）

■ 会期

2010年１月16日
（土） ■ 会場

神戸国際会議場

4階会議室

当財団では、アジア地域におけるIT（情報技術）に関する情報交換を推進するため、アジア19カ国のIT政策を担当する
政府機関、関係団体の代表者を招き、第8回アジア情報技術フォーラム、Asian Forum of Information Technology
（AFIT）を開催いたします。今年度は、
「アジア各国のIT政策」および「防災とIT」をテーマに議論を行います。
■ 主催

財団法人 国際情報化協力センター
Center of the International Cooperation for Computerization, CICC

〒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/
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神戸大学都市安全研究センター長

「分散型応急給水拠点の考え方」
鈴木 茂行 旭化成クリーン化学（株）代表取締役社長

神戸大学 （都市安全研究センター・先端膜工学センター）
日本経済新聞社、人と防災未来センター、旭化成ケミカルズ、神戸学術事業会

お問い合わせ

康雄

「地震後の安定した水供給のための研究と技術」
鍬田 泰子 神戸大学大学院准教授 工学研究科市民工学専攻

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。

1

〈プログラム〉

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

KOBE CONVENTION
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■ 会期

2010年1月18日
（月）13：00〜17：30

■ 会場

神戸国際会議場 メインホール

2010年1月17日をもって阪神・淡路大震災より15年が経過することになります。これを契機に、地震災害軽減に関する14
学協会共催のフォーラムを開催することになりました。大震災以降、各学協会が果たして来た役割と残された課題について一
般市民に報告し、地震災害軽減に関し市民と学協会の連携のあり方を探ります。皆様の参加をお待ちしております。
【参加費無料】
総合司会 入江さやか（ＮＨＫ報道局社会部）
開 会 式 13：00〜13：15
挨
拶 井戸 敏三 兵庫県知事
大垣眞一郎 日本学術会議副会長
鈴木 祥之 フォーラム組織委員会委員長（立命館大学）
第 一 部 基調講演（13：15〜14：35）
・基調講演［1］
：土岐憲三（立命館大学）
・基調講演［2］
：濱田政則（早稲田大学）

第４０回 日本心臓血管外科学会学術総会
The 40th Annual Meeting of the Japanese Society for Cardiovascular Surgery

2010年2月15日
（月）〜17日
（水）
神戸国際会議場・神戸国際展示場

会長

大北

第二部

パネルディスカッション（15：00〜17：30）
地震災害軽減に向けての学協会の役割と地域社会との連携
̶この15年で何が変わり今後どうすべきか̶
司 会 翠川三郎（東京工業大学）、副司会 大西一嘉（神戸大学）
パネリスト
（順不同）
武村雅之（鹿島小堀研究室）、梶原浩一（（独）防災科学技術研究所）
越山健治（人と防災未来センター）、目黒公郎（東京大学生産技術研究所）
石崎勝伸（神戸新聞社社会部）、桜井誠一（神戸市保健福祉局）
森崎輝行（いきいき下町推進協議会）
黒田裕子（NPO阪神高齢者・障害者支援ネットワーク）

裕

神戸大学大学院
医学研究科外科学講座
心臓血管外科学分野
教授

■ 主催 日本地震工学会
（社）地盤工学会・同関西支部、
（財）震災予防協会、地域安全学会、
（社）土木学会・同関西支部、
■ 共催 日本学術会議、
（社）
日本機械学会、
（社）
日本建築学会・同近畿支部、
（社）
日本建築構造技術者協会・同関西支部、日本災害情報学会、
日本災害復興学会、日本自然災害学会、
（社）
日本地震学会、日本地震工学会、
（社）
日本都市計画学会・同関西支部

http://www.congre.co.jp/
jscvs40-kobe/index.html

■ 後援 国土交通省近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、大阪府、大阪市、関西地震観測研究協議会、神戸新聞社、NHK神戸支局

第40回日本心臓血管外科学会学術総会を2月に神戸にて開催させて頂きま
す。
この学術総会を神戸で主催させていただくのは 1988年2月 神戸大学第二
外科 故中村和夫会長による第18回学術総会以来のことで、
教室員一同、
大変
光栄に思っており、
会員皆様に心から感謝申し上げます。
学会のテーマとしては、特に考えておりませんが、発表は一般演題を重視し、優
秀演題を纏めてプレナリーセッションを多く取る所存です。学会のプログラムは冠
動脈、心弁膜症、大動脈、末梢血管の4会場で行い、重複が出来るだけ少なくな
るよう考えています。海外からの招請講演も、是までに呼ばれたことがない を人
選の第一条件に致しましたので、
新鮮な面々が揃うことと存じます。
シンポジウムな
どにも招請者の積極的な参加を期待しています。
日程は2月14日
（日）
に理事会、
評議員会を開き、
同日、
卒後教育セミナー、
安全
講習会を一日に集め、学会第1日目―3日目を月曜日から水曜日に配分しました。
また、
若手医師を対象としたハンズオンセミナーも計画中で、
人工心肺操作をも含
めた有意義なセッションにしたいと考えています。
阪神淡路大震災以来、
15年経過した2010年 初春、復興となった神戸にて
お元気な皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

Greetings from Organizers

阪神・淡路大震災15周年フォーラム
地震災害軽減に向けた学協会からの発信・社会との連携

お問い合わせ 日本地震工学会・事務局 TEL:03-5730-2831 FAX:03-5730-2830
http://www.jaee.gr.jp/event/seminar2010/100118forum.html

第3回 災害対策セミナーin神戸 〜減災の知恵の共有〜
■ 会期

2010年1月19日
（火）10:00〜17:00

20日
（水）9:00〜17:00

■ 会場

神戸国際会議場

阪神・淡路大震災の教訓と、その復興の過程で培った多くの経験を次世代に引継ぐと
ともに、国内外に発信していくため、2010年1月19日（火）
・20日（水）の2日間、神戸国
際会議場において「第3回災害対策セミナーin神戸」を開催します。
19日の午前には地域防災シンポジウムが開催され、人と防災未来センターの河田惠
昭センター長による基調講演が行われます。また、19日午後および20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。
防災関係者や市民の方々に多数ご参加いただき、減災対策や災害対応について学び、
地域の防災について共に考える機会にしていただきたいと期待しております。
◆19日（火）午前
地域防災シンポジウム
防災展示
◆19日（火）･20日（水）
（財）神戸市防災安全公社

防災関係団体によるセミナー、シンポジウム
◆19日（火）午後･20日（水）

神戸市すまいの安心支援センター、JICA兵庫、神戸国際協力交流センター、
（財）神戸都市問題研究所、K-TEC、神戸学院大学、
京都大学防災研究所/巨大災害研究センター、
関西大学社会安全学部・社会安全研究科（2010年4月発足）、
（特非）人・家・街安全支援機構、新・神戸の地盤減災研究会、
（特非）危機管理対策機構、神戸大学都市安全研究センター、
神戸学院大学「防災・社会貢献ユニット」、
（社）日本技術士会近畿支部 建設部会

詳しくはホームページをご覧ください。

■ 主催

神戸市・
（財）神戸国際観光コンベンション協会・
（財）神戸市防災安全公社・
（財）神戸都市問題研究所

お問い合わせ
神戸市危機管理室 TEL:078-322-6487 FAX:078-322-6031
（財）神戸国際観光コンベンション協会 TEL:078-303-0029 FAX:078-302-1870 http://www.kcva.or.jp/saitai

3

TOPICS

KOBE CONVENTION

日本発達心理学会 第21回大会
2010年3月26日
（金）〜28日
（日）
神戸国際会議場

大会委員長

麻生

武

奈良女子大学大学院
人間文化研究科
社会生活環境学専攻
人間行動科学講座
教授

http://db1.wdc-jp.com/jsdp/
conf2010/index.html

日本発達心理学会は、発達に関する学術的な研究や実践的な研究を志す
者たちが集い、1989年12月に発足した学会です。現在会員数は4,200名に
なっています。
この度、神戸国際会議場で、
日本発達心理学会第21回大会を
開催することになりました。期間は、2010年3月26日〜28日の3日間です。大
会参加者は2,200名を予定しています。今回の大会運営は、奈良女子大学・
滋賀大学・京都光華女子大学・立命館大学・関西学院大学・甲南女子大学・
武庫川女子大学という7大学教員の有志からなる
「関西エリア連合」
という新
組織によってなされます。
これは単独校開催が大会規模拡大で難しくなったこ
とによります。今回の大会の目玉の一つは、東アジアに目を向け、
「東アジアの
子どもたちの今」
と
「発達障害の子どもたちの今」
という2つの基調シンポジウ
ムを企画したことです。中国、台湾、韓国の研究者に集まっていただき、東アジ
アが共通に抱えている問題に関して新たな認識が生まれることを目指していま
す。
もう一つは、兵庫県立芦屋国際中等教育学校に通学する中国、韓国・朝
鮮、台湾、
またその他東アジア諸国のご父兄の協力を仰ぎ、会期中、
ナショナ
ル・デーの催しをおこなうことです。
これまで、
ともすれば私たちの目は西ばかりを
向きがちでした。
これからは、一番近隣の東アジア諸国にどのような子育て文
化があるのか、
また、
どのような生活があるのかということをもっと知らなければと
考えています。
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第2回 サイエンスフェアin兵庫
「広げよう、交流の輪 見つけよう、将来の自分」
■会期
■会場
■主催

■目的
■日程

2010年1月24日
（日） 10:00〜16:00
神戸国際展示場2号館
サイエンスフェア実行委員会
〔県内のスーパーサイエンスハイスクール6校
神戸高、尼崎小田高、
加古川東高、豊岡高、武庫川女子大学附属中・高、三田祥雲館高〕
（1） 県下の理系高校生の交流
（2） 高校生と企業、大学、研究機関の方々との科学技術を通じた交流
10:00〜12:30 開会行事、高校生によるポスターセッション発表
（展示数 約50）
13:30〜14:30 企業・大学・研究機関によるポスターセッション発表
（展示数 約40）
14:50〜15:40 スペシャルレクチャー
（特別講義）
「脳動脈瘤で考える次元と流体解析 −未だ見ぬ解析の世界へ−」
三重中央医療センター 脳神経外科 医師 石田 藤麿 氏
15:40〜16:00 閉会行事

Event&Exhibition

理数大好き、実験大好き、
サイエンスやテクノロジーに興味のある高校生のための交流会です。県内各地の高校生が集まり、
日頃の活
動や取り組んでいる研究をポスター発表します。
また、地元兵庫を中心に企業や大学、研究機関の方々も集まり、兵庫が誇る科学技術の
紹介や地元企業の紹介があります。理系に興味がある中高生や保護者の皆さん、同世代の高校生の取り組みをみて理数の楽しさを再発
見しませんか。一つ上の世代の本格的な研究や社会貢献をみて、
自分の将来をデザインしてみませんか。
スペシャルレクチャーには石田藤麿先生をお迎えします。映像を見ながらの話にきっと引き込まれる事でしょう。医学やコンピュータ映像に
興味のある高校生には特に面白い話になるはずです。
入場は無料です。当日、受付に直接お越しください。
たくさんの中高生や保護者、学校関係者の皆さんのお越しをお待ちしています。

第１３5回 ２０10夏 日本グランドシューズコレクション
（水）9：30〜17：30
■会期 2010年1月２0日
２1日
（木）9：00〜16：30
■会場 神戸国際展示場２号館
昭和33年8月、神戸国際会館で
「秋のケミカルシューズ展示会」
として初開
催以来、皆様にご支援いただき成長してきました
「日本グランドシューズコレクシ
ョン」
も今回で第135回を迎えることになりました。
エコロジー が叫ばれる中、
ファッションにもその影響が表れています。
会場では、土臭いイメージや自然の中にある色使い、植物タンニンなめしの
革を使った商品、
エスニック的なスタイルやエレガンスもシンプルで洗練された
表現など、
エコ・ビューティーな商品が多く提案されています。
出展社は、
この展示会を
「新規取引先開拓の場」
「新商品発表（提案）
の
場」
と考えています。
今回は、
ファッションシューズコンテスト2010の入賞作品の展示も行ってい
ます。
神戸空港からも近く、交通アクセスは便利です。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
日本ケミカルシューズ工業組合 事務局 石井
TEL 078-641-2525 FAX 078-641-2529

http://www.csia.or.jp

コンプレックス・カルディオバスキュラー・
セラピューティックス2010（CCT2010）
（木）
〜1月30日
（土）9：00〜18：00
■会期 2010年1月28日
■会場 神戸国際展示場 1号館・2号館 / 神戸ポートピアホテル

C O N V E N T I O N

コンプレックス・カルディオバスキュラー・セラピューティックス
（CCT）
は、平成13年
より毎年、心血管インターベンション治療と外科的血行再建についての最新の知
識、技術の交換、取得を目的として、世界規模でライブデモンストレーションによる治
療手技を公開、討論するライブコースであります。従来の冠動脈インターベンション治
療および外科治療に加え、末梢血管治療や不整脈治療に関するセッションも開催さ
れ、昨年は世界各国より約5000名の医師や専門家にご参加いただきました。
本ライブコースは、本来治療困難とされている症例に対して、安全で効果的なイン
ターベンション治療及び手術治療を普及させ、虚血性心疾患などの心疾患に関連す
るさまざまな症例に対して、安全で効果的な医療の向上を通して医学の発展に寄与
することを目的としております。世界に対して発信しつつ、成長してきた本研究会の充
実は、治療法の開発等の研究関連分野にも寄与するものと確信致しております。
お問い合わせ

K O B E

県立神戸高等学校 総合理学部 稲葉
TEL 078-861-0434
FAX 078-861-0436
神戸高等学校webページ http://www.hyogo-c.ed.jp/˜kobe-hs/

お問い合わせ
CCT事務局
TEL 0532-57-1275 FAX 0532-52-2883
研究会HP http://www.cct.gr.jp/
Email： secretariat@cct.gr.jp

生 演 奏でクルージングを演 出 致します 。
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コンベンション

KOBE CONVENTION CALENDAR
2010 1-3

1月 January

会場

参加予定総数

主催者または事務局

分類

９日
（土）
・
１０日
（日）

第１回 世界災害看護学会

神戸国際会議場

８００人

日本災害看護学会
世界災害看護学会

国際会議

１５日
（金）

災害対応ロボティクスシンポジウム
竸基弘賞授賞式及び記念講演

神戸国際会議場

１００人

特定非営利活動法人
国際レスキューシステム研究機構

講演会
シンポジウム

１５日
（金）

いのちの「水」
シンポジウム
―緊急時用水確保に関する検証―

神戸国際会議場

７００人

神戸大学 都市安全研究センター・
先端膜工学センター

シンポジウム

１６日
（土）

神戸とニューオリンズの被災地
復興地区交流

神戸国際会議場

１００人

世界災害語り継ぎフォーラム実行委員会

国際会議

１６日
（土）
〜18日
（月）

第８回 アジア情報技術フォーラム
Asian Forum of Information Technology
（AFIT）

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

３０人

財団法人 国際情報化協力センター

国際会議

１８日
（月）

阪神・淡路大震災１５周年フォーラム
地震災害軽減に向けた学協会からの発信・社会との連携

神戸国際会議場

５００人

日本地震工学会

講演会
シンポジウム

１９日
（火）
・
２０日
（水）

第３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

１,５００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

２０日
（水）
・
２１日
（木）

第１３５回 ２０１０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

２４日
（日）

第２回 サイエンスフェアin兵庫
〜広げよう、交流の輪 見つけよう、将来の自分〜

神戸国際展示場

６００人

サイエンスフェア実行委員会

イベント

２８日
（木）
〜３０日
（土）

コンプレックス・カルディオバスキュラー・
セラピューティックス2010
（CCT2010）

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

５,０００人

CCT事務局

国際会議

３１日
（日）

日豪国際フォーラム
「持ちあげない・抱えあげない看護・介護」

神戸国際会議場

６００人

日本ノーリフト協会

講演会
シンポジウム

分類

2月 February
会期

名称

会場

参加予定総数

主催者または事務局

１５日
（月）
〜１７日
（水）

第４０回 日本心臓血管外科学会学術総会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

2,000人

神戸大学大学院医学研究科
外科学講座心臓血管外科学

２１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

２８日
（日）

看護研修セミナー

神戸国際会議場

８０人

株式会社 メディカ出版

セミナー

２８日
（日）

第３９回 大気汚染公害認定研究会

神戸国際会議場

１５０人

第３９回 大気汚染公害認定研究会事務局

研究会

会期

名称

会場

参加予定総数

主催者または事務局

分類

５日
（金）
〜７日
（日）

日本トラウマティック・ストレス学会 第9回大会

神戸国際会議場

６００人

日本トラウマティック・ストレス学会

学会

２６日
（金）
〜２８日
（日）

日本発達心理学会 第２１回大会

神戸国際会議場

２,2００人

日本発達心理学会 第２１回大会委員会

学会

3月 March

学会

〒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

名称

（財）
神戸国際観光コンベンション協会

会期

