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Hospitality & MICE
ポートピアホテルは、おかげさまで
開業30周年をむかえました。
国際都市・神戸のリーディングホテル
としてこれからも信頼のサービスをお
届けしてまいります。

■高速LAN全館完備
■客室745室　■宴会場36室
■ポートピアホール1,702席
■レストラン、バーなど13店
■室内・屋外プール、テニスコート、
　ジム、サウナ
■ショッピングアーケード
■駐車場450台収容

KOBECONVENTION

（財）神戸国際観光コンベンション協会

Kobe Portisland Topics
トピックス01

Conference & Exhibition
学会 & 催事05

◆特集　神戸医療産業都市構想
　（神戸ポートアイランド）

Event Calendar
イベントカレンダー03
◆第１回神戸マラソン開催
◆神戸ルミナリエ
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伝統の格式、洗練されたおもてなしで、
ひとクラス上のくつろぎをお届けいたします。
また、インターナショナルなホテルとして、客室と宴会場の全室に
高速インターネット回線を設置し、
国内外を結んだテレビ会議やライブ映像配信など、
次世代ニーズに対応しております。

スーパーコンピュータ「京」が計算速度で
世界１位に輝きました
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市民広場
（コンベンションセンター）

医療センター
（市民病院前）

京コンピュータ前
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Kobe Portisland Topics

ｉＰＳ細胞研究拠点として２０１１年３月に｢幹細胞研究開発棟｣が完成しました。網膜移植技術の開
発基盤の整備ならびに、細胞誘導・培養技術の普及に必要な設備の整備の一環として建設されたもので
す。新たな実験機器・装置の設置により、移植方法の開発を更に進めることができます。より高められる
細胞培養の効率・効果についての測定方法の開発も現在、進めています。
網膜の研究チームは世界的にみても希少価値があります。ｉＰＳ細胞を使っての網膜再生研究を行っ

ている研究所は数カ所あるものの、実際に臨床に近づけているのは当研究チームだけです。新施設の完
成によりｉＰＳ細胞の研究が加速すれば、臨床への道も加速するものです。３～５年以内にはヒトに対
する臨床試験の実施を目指し、また、網膜内にある幹細胞を利用した創薬も実現したいと願っています。
ポートアイランド（第２期）では京速コンピュータ「京」の本格的供用開始もいよいよ来年に迫っていま
す。「京」は数学と生命科学の融合を躍進的に発展させるものです。将来、研究者と｢京｣が協働すれば、
網膜などの解明も更に進むものと期待を寄せています。

検討開始から12年が経過した｢医療産業都市｣。2011年は中央市民病院、神戸大学・兵庫県立大学の研究拠点をはじめ
6施設が新たに稼動を開始しました。ポートライナー｢医療センター｣駅周辺には中核施設と200以上の医療関連企業・団体が
集積し、産官学の連携が更に進み活況を呈し始めています。
また、ポートライナー「京コンピュータ前」駅すぐに立地する京速コンピュータ「京（けい）」も、来年には供用開始の予定。
今年世界第一位に輝いた計算性能で、医療産業分野への活用も期待されています。

順調に進む｢医療産業都市｣
神戸・ポートアイランドに新施設が次々完成へ

神戸低侵襲がん医療センター 2013年4月（予定）
放射線治療装置による低侵襲がん治療と、抗がん剤による
化学療法治療の併用を基本的機能とする高度専門病院。
切らずに治すがん治療を目指しています。

神戸市立医療センター中央市民病院  2011年7月
24時間365日、市民の
生命と健康を守る総合
病院として標準的な医
療を高いレベルで提供
しています。700床の
病床を有し、今年7月に
ポートライナーで２駅南
側の場所に移転開院し
ました。

理化学研究所（幹細胞研究開発棟）  2011年4月
幹細胞分化誘導や培
養技術開発のための培
養室、クリーンルーム、
網膜再生治療の前臨
床研究のための手術
室、iＰＳ細胞などの取
扱技術の移転のための
研修施設などからなる研
究支援拠点です。

国際医療開発
センター（IMDA）  
2011年5月
先端医療機器の研究開発拠
点。「神戸国際フロンティアメ
ディカルセンター」と連携し、
医工連携による臨床現場力を
活用して、医療機器開発支
援、ビジネスサポート、人材
育成等を行っています。

肝臓・消化器疾患にかかる国
内外の患者を対象とした高度
専門病院。｢国際医療開発セ
ンター｣と連携し、国内外の医
師・看護師等を対象とした人
材育成、医療機器の研究開
発も行います。

神戸ハイブリッドビジネスセンター  2011年4月
新たな需要に対応する
ために整備されたレンタ
ルラボ施設。企業や研
究機関の交流・融合目
的の「交流スペース」
や、研究機関・企業が
共同で運営する「事業
所内託児施設」を併設
しています。

神戸大学統合研究拠点  2011年4月
産学官連携拠点として
４つの学術分野（人文・
人間科学系、社会科
学系、自然科学系、生
命・医学系）にまたがる
先端融合研究の推進を
図る神戸大学の拠点で
す。

京速コンピュータ「京（けい）」  2012年供用予定

｢京｣が世界一になった

10ペタフロップス（１秒
間に１京回の計算性
能）級の超高速計算機
システム。平成24年秋
の本格稼動後は国内外
に開かれた共用施設と
して様々な分野で利活
用される予定です。

｢京｣は今年６月、スパコンの計算性能ランキング｢ＴＯＰ
500リスト｣で１位を獲得。整備途中段階の672筐体で
LINPACK性能8.162ペタフロップスを達成、実行効率にお
いても高水準の93％を達成しました。

高度計算科学研究支援センター／兵庫県立大学  2011年4月
（財）計算科学振興財団が
運営する｢ＦＯＣＵＳスパコン」
を活用し、企業への技術的
支援や一般向けの情報発信
などでスパコン｢京（けい）」の
利用を促進しています。兵
庫県立大学大学院〔シミュ
レーション学研究科、応用情
報科学研究科〕と併設。

｢網膜再生医療研究チーム｣臨床に近い研究が進む
高橋 政代 さん独）理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター　網膜再生医療研究チーム　チームリーダー 医学博士

新しい中央市民病院の開院記念式典が２０１１年７月２日に行われ、４日から外来診療を開始しまし
た。新病院は｢２４時間３６５日、市民の生命を守る最後のとりで｣として建物には免震構造を採用し、
また非常用電源を備え災害時の医療拠点としても期待されています。屋上にはヘリポートを備え、広域
的な３次救急の拠点としての位置づけも担っています。１階｢救命救急センター｣を強化・拡大し、救急
専用床にEICU（救命ICU）や心筋梗塞など冠状動脈疾患の急性危機状態の患者さんを収容するCCUなど
も設置し、同フロアにMRIや血管造影装置などを集約。４階では手術室１室を救急専用として確保し、
１階、４階、屋上へリポートをつなぐ直通・専用エレベーターも設置しました。
更に、患者さんの精神的・肉体的な負担が少ない｢低侵襲治療｣に積極的に取り組んでいます。病棟では

プライバシーに配慮するとともに、簡単操作で情報の入手や確認ができる｢ベッドサイド端末｣を設置。外来
でも電子カルテ採用で待ち時間の短縮を図るなど、さまざまな工夫や効率化を進めています。これからも、
市民の皆さまに満足いただける安定した医療サービス提供に医師、看護師はじめ職員一同努めてまいります。

｢中央市民病院｣救急医療の充実とやさしい医療を目指す
北　 徹 さん神戸市立医療センター中央市民病院　院長

神戸大学では「総合性を持つ大学」として、最先端の研究を融合させる「自然科学系先端融合研究環」が設
置されましたが、更に２０１１年４月１日付けで「統合研究拠点」を設置しました。タイミング良く産学連携プ
ロジェクトが進むポートアイランド（第２期）に開設することができ、隣には京速コンピュータ「京」があり、他
大学のキャンパスや研究拠点もあるという素晴らしい環境です。また、医療産業都市の中核エリアですから、
医療系の企業、研究者、財団の研究室、病院などもあり、人が集まる条件も整ってきています。６月２９
日には、学内外から約１４０人が出席して設置記念式典を開催しました。
同施設内には各学部の研究者が集まり、新エネルギーや惑星科学、健康、創薬など８つのプロジェクトが
研究に取り組んでいます。「京」で計算したデータを立体映像で表示する｢三次元可視化装置｣も備えています。
自然科学系からスタートしましたが、将来的には人文・人間科学系、社会科学系、生命・医学系などの
組織も集めて全学での総合性を発揮し、神戸大学から世界へ向けてトップレベルの研究成果を発信する
拠点になると確信しています。

｢統合研究拠点｣から世界へ向けて研究成果を発信
福田 秀樹 さん国立大学法人　神戸大学　学長

神戸国際フロンティア
メディカルセンター病院
2013年4月（予定）

国際医療開発センター（IMDA）  

神戸国際フロンティア
メディカルセンター病院
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神戸ルミナリエ（同組織委員会主催；兵庫県／神戸市／神戸商工会議所他）は、
阪神・淡路大震災の記憶を語り継ぐメモリアル行事として毎年開催され、今年で17
回目を迎えます。本年は開催趣旨に「神戸から東日本大震災の被災地へ犠牲者の
鎮魂の祈りと復興支援のエールを送る行事」とすることを加え、12月1日から12日ま
で開催します。

神戸ルミナリエ

7日（金）～9日（日）

8日（土）～9日（日）

10日（月・祝）

10日（月・祝）

13日（木）

14日（金）～16日（日）

14日（金）～16日(日）

16日（日）

17日（月）～21日（金）

第21回日本医療薬学会年会

ルピシア グランマルシェ 2011

第10回日本トラウマティック・ストレス学会

トレジャーフェスタ in 神戸3

第143回医学書院看護セミナー

第21回日本小児リウマチ学会総会・学術集会

第16回アニメーション神戸授賞式

HANSHIN DARTS TOURNAMENT 3rd

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

5,000（30）

700

18,000

700

2,500

300

300

500

1,000

300(70)

○

○/●

◎

○

◎

○

○

◎

◎

●

株式会社ルピシア

大会長　重村淳（防衛医科大学校精神科学講座）

株式会社グリフォンエンタープライズ

株式会社医学書院

会頭　三好麻里（兵庫県立こども病院　リウマチ科）

DART-K

実行委員長　福岡俊道（神戸大学大学院海事科学研究科）

年会長　平井みどり
（神戸大学医学部附属病院薬剤部　教授・薬剤部長）

大会長　小谷 順一郎（大阪歯科大学歯科麻酔学講座教授）
President Kazuaki Fukushima (Hokkaido Univ.)
総会長 佐久間 泰司（大阪歯科大学歯科麻酔学講座）

アニメーション神戸実行委員会/神戸市/
神戸デジタルコンテンツ振興会議

神戸国際会議場　神戸国際展示場　
神戸商工会議所　クオリティホテル神戸

2011年10月
1日（土）～2日（日）

第39回日本歯科麻酔学会総会・学術集会
The 4th Annual Meeting of Federation of Asian Dental 
Anesthesiology Societies(FADAS2011 in Kobe)(併催)
第16回日本口腔顔面痛学会(同時開催）

9th International Symposium on Marine 
Engineering(ISME KOBE 2011)

会　期 名　称 会　場 参加者数（人）
（内外国人） 分類

○国内　●国際　◎その他イベント

2011.10—2012.3 KOBE CONVENTION &EVENT CALENDAR
会長・主催者または事務局

19日（水）～20日（木）

21日（金）～22日（土）

22日（土）～23日（日）

23日（日）

23日（日）

28日（金）～30日（日）

29日（土）

31日（月）

8日（火）～10日（木）

12日（土）～13日（日）

16日（水）～18日（金）

23日（水・祝）～24日（木）

25日（金）～27日（日）

28日（月）～12月2日（金）

10日（土）～11日（日）

13日（火）

18日（日）

20日（金）～21日（土）

21日(土）

25日（水）～26日（木）

28日（土）

11日（土・祝）

11日（土・祝）

12日（日）

18日（土）～19日（日）

23日（木）～24日（金）

17日（土）

30日（金）～4月1日（日）

2012　春　日本グランドシューズコレクション

第13回日本救急看護学会学術集会

技能グランプリ＆フェスタ2011

2011　秋　よつ葉交流会

日本放射線技術学会　第39回秋季学術大会

The 2011 Joint Conference of CBI & JSBi

第26回日本女性医学学会学術集会

APEC 人材養成国際フォーラム

ＪＡＰＡＮ 石フェス 2011 in KOBE

第6回日本リハビリテーション医学会専門医会学術集会

進路発見広場 in 神戸 進路フェスタ2011

第111回医用超音波講義講習会

第5回災害対策セミナーin神戸

ＮＰＯ神戸脊椎カンファレンス（仮称）

2012　夏　日本グランドシューズコレクション

兵庫県整形外科医会学術講演会

第4回サイエンスフェア in 兵庫

第6回神戸甲状腺診断セミナー

ユニセフカップ　2012神戸バレンタイン・ラブラン

第27回日本静脈経腸栄養学会（JSPEN2012)

京都大学附置研究所・センターシンポジウム

第27回全日本ラウンドダンスコンベンション

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

3,500

1,500

23,000

500

5,000

2,000

500

600

1,000

400（30）

800

80（25）

4,000

400（30）

300(100)

300（250）

500

15,000

470

200（60）

1,500

100

3,500

200

1,000

600

300

10,000

1,000

8,000（150）

600

700

500

◎

○

◎

○

◎

○

●

○

●

○

●

◎

○/●

●

●

○

◎

○

●

○

○

◎

○

◎

◎

○

◎

○

○

○

○

◎

日本ケミカルシューズ工業組合

会長　松月みどり（公益社団法人日本看護協会）

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

QOL輪唱兵庫事務局

関西よつ葉連絡会

大会長　船橋正夫（大阪府立急性期総合医療センター）

President 小寺吉衛（名古屋大学医学部保健学科）

会長　苛原稔（徳島大学大学院産科婦人科学　教授）

厚生労働省・中央職業能力開発協会

一般社団法人　日本石材産業協会

大会長　菅俊光（関西医科大学附属滝井病院）

株式会社さんぽう

一般社団法人　日本超音波検査学会

神戸大学、文部科学省、理化学研究所

NPO 兵庫脊椎脊髄病医療振興機構

日本ケミカルシューズ工業組合

兵庫県整形外科医会

兵庫「咲いテク」事業推進委員会

ＪＡバンク兵庫

サンケイスポーツ

一般社団法人　日本臨床心理士会

会長　福田能啓（兵庫医科大学ささやま医療センター院長）

京都大学附置研究所・センター

日本ラウンドダンス協会　関西支部

Organizing Chair of CBI 田中成典(神戸大学）/
Conference Chair of JSBi 阿久津達也（京都大学）

会長　杉本利嗣（島根大学医学部内科学講座　内科学第一）
President 楊鴻生(兵庫医科大学ささやま医療センター）

テクノオーシャン・ネットワーク、公益社団法人日本船舶海洋工学会、独立行政法人
海洋研究開発機構、独立行政法人港湾空港技術研究所、関西海事教育アライアンス

独立行政法人　産業技術総合研究所　
計量標準総合センター/アジア太平洋計量計画

Organizer　江面浩（筑波大学大学院生命環境科学
研究科・遺伝子実験センター教授)

神戸甲状腺診断セミナー企画委員会
医療法人神甲会隈病院　病理診断科　廣川満良

会長　三村治（兵庫医科大学　眼科学教室）
会長　柏井聡（愛知淑徳大学健康医療科学部　医療貢献学科視覚科学専攻）/三村治（兵庫医科大学　眼科学教室）

会長　佐藤愼一（神戸市立医療センター中央市民病院　
救命救急センター長）

神戸市、（財）神戸国際観光コンベンション協会、
神戸都市問題研究所

神戸国際会議場
神戸国際展示場

神戸国際会議場 
神戸商工会議所 他

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

2011年11月
3日（木・祝）～5日（土）

2011年12月
1日（木）～9日（金）

2012年1月
11日（水）～12日（木）

2012年2月
5日（日）

2012年3月
10日（土）

平成23年度JAバンク兵庫　
小学生の環境チャレンジ発表大会

一般社団法人　日本臨床心理士会
平成23年度定例職能研修会Ⅳ

第105回近畿救急医学研究会
（日本救急医学会近畿地方会）

第49回日本神経眼科学会総会
第6回アジア神経眼科学会　（合同学会）

第18回QOL“輪唱”兵庫講演会
━乳がん医療と日常生活を考える━

The 1st International Conference on Radiological 
Science and Technology
"シンポジウム：大地震・大津波に備えて
～海からの視点で考える～
第13回日本骨粗鬆症学会　骨ドック・健診分科会　
The Second Scientific Meeting of the Asian Federation of Osteoporosis Societies

Asian-African Research Forum on Emerging and Reemerging Infections 2012
アジアアフリカリサーチフォーラム　2012

SOL&ICuGI 2011
8th Solanaceae and 2nd Cucurbitaceae Joint Conference
第27回アジア太平洋計量計画総会及び関連会議
（APMP2011）

会　期 名　称 会　場 参加者数（人）
（内外国人） 分類会長・主催者または事務局

11月20日（日）『第1回神戸マラソン』を開催します。9：00神戸市役所
前をスタート、明石海峡大橋の袂を折り返し、ポートアイランドでフィニッ
シュ。ランナー約2万人が神戸のまちを駆け抜けます。18日・19日は、『神
戸マラソンEXPO』、20日は『沿道応援イベント』を開催し、ランナーをは
じめご来客の皆さんに楽しんでいただける催しを行います。

第1回神戸マラソン開催

〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-12-2
Tel （078）302-8781　Fax （078）303-4006
URL http://www.world-kobe.jp
アクセス 神戸空港からポートライナーで8分（市民広場駅下車）
 JR三宮駅からポートライナーで10分（市民広場駅下車）

（財）神戸市体育協会・（株）神戸国際会館共同企画

平成23年9月現在

神戸国際展示場
（沿道応援ポイント）
若 松 公 園
舞 子 公 園
ホームズスタジアム神戸
フィニッシュ地点

10:00～19:30
（ランナー通過）
9:20～10:30
9:50～12:10
10:30～14:10
11:15～16:00

大会ホームページ　http://www.kobe-marathon.net/

公式ホームページ　http://www.kobe-luminarie.jp/ ©Kobe Luminarie O. C.

EXPO

沿道
応援

Event & Calendar

神戸のイベント（10月～3月）

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）

2011年秋は、第1回となる「神戸マラソン」を開催。
12月には、冬の風物詩である「神戸ルミナリエ」が行われ、神戸から東日本へ、復興の願いを届けます。

○
●
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今回の日本看護診断学会の学術大会は、医療における患者や家族の「心の苦悩」を取り上げ、「看護診
断とスピリチュアルケア」をテーマに、適切な全人的アセスメント・看護診断・看護介入の質向上を目
指した。しかし、3月の東日本大震災により、多くの人々が深い苦悩を体験している状況となり、いま、
看護は何をすべきか、何ができるのか、共に学び考え前進することも加味して開催、1,275名の参加者
を迎え多くの学びを互いに得た。急な会場変更にも拘らず、惜しみないご協力をいただいたシェラトン・
グランデ・トウキョウベイ・ホテル（浦安市）ならびに神戸国際会議場の皆さまに深謝申し上げます。

東日本大震災は各地で開催するイベントにも大きな影響を与えました。神戸も16年前、阪神淡路大震災を経験し、
多くの皆様に支えられて、ここまで復興の道を歩んでくることができました。神戸だからこそできる支援を、ぜひ
お届けしたいと思います。この難しい状況のなかで、神戸での開催を決断された催事をご紹介します。

神戸から元気を！

第17回日本看護診断学会学術大会

国際薬学連合主催の本シンポジウムは、医薬品の経口投与に関する科学的研究や製剤開発の
動向についての最新の話題を提供するとともに、経口剤の品質保証に関わる規制制度の国際
標準化について、日米欧での意見交換を目的として開催されました。本シンポジウムは当初４
月に東京にて開催予定でありましたが、震災の影響で急遽、神戸国際会議場で開催する運びと
なりました。変更後、極めて短い準備期間でしたが、神戸市ならびに会議場関係各位の皆様
のご協力により、予想以上の盛会となりました。最終的に12カ国から200名以上の参加があり、
その成果は日本の医薬品産業の発展と医療環境の充実に大きく貢献するものと期待されます。

International Symposium on BA/BE of Oral Drug Products (BA/BE 2011)（経口剤の生物学的利用率および同等性に関する国際シンポジウム）

2011年6月29日～ 7月1日、神戸国際会議場においてIEEE 
Computer Societyと日本の３学会（IEICE, IPSJ, SICE）の共同
主催の第10回自律分散システム国際会議が開催された。午
前は世界中から著名な研究者、技術者を招聘して第10回記
念フォーラム（写真参照）を、午後は5つのセッションを並行し
て実施した。東日本大震災の影響で約3ヶ月延期して開催さ
れたにもかかわらず、10ヶ国、150名を超える参加者があり
盛会であった。

第10回自律分散システム国際会議（ISADS2011）

この度、JCR2011を7月17日(日) ～ 20日(水)に開催いたしました。3月11日に発生した東日本
大震災の影響により、4月開催を7月に延期開催するにあたりましては、大変慎重に検討を重
ねました。私達医師がこのような状況において社会に果たすことの出来る貢献、それは専
門であるリウマチ学に関する臨床・研究の向上を図ることではないかという判断をし、場所
を東京から神戸に移動し延期開催することとなりました。
参加者数は5700名を超え、盛況のうちに閉会することが出来ました。ご参加いただいた会
員の皆様、また多大なるご協力を賜りました先生方にはこの場をお借りして深く御礼申し上
げます。

第55回日本リウマチ学会総会・学術集会　第20回国際リウマチシンポジウム(JCR2011)

文部科学省が指定する「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）」は、未来を担う科学技術系人材を育てることを
ねらいとして、理数系教育の充実をはかる取組です。この取組の一環として文部科学省および独立行政法人科学
技術振興機構が主催するSSH生徒研究発表会は、日本全国のSSH指定校の代表生徒が集結し日頃の課題研究の成
果を発表するイベントで、毎年夏休みの時期に関東で開催してきました。平成23年度は、神戸国際展示場のご協
力を得て8月11日（木）、12日（金）に無事に開催することができました。

開催案内URL　http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/08/1309602.htm

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）　生徒研究発表会

包括型脳科学研究推進支援ネットワーク

ICAME2011（メスバウア効果の応用のための国際会議）

第10回日本トラウマティック・ストレス学会

SOL&ICuGI2011（8th Solanaceae and 2nd Cucurbitaceae Joint Conference）

新興・再興感染症に関するアジア・アフリカリサーチフォーラム ‒ 2012（Asian African Research Forum on Emerging and Reemerging Infections (AARF) ‒ 2012）

会　期／2011年6月19日（日）・6月20日（月） 会　場／神戸国際会議場
メインテーマ／「看護診断とスピリチュアルケア」̶ 全人的なアセスメント・介入能力を高めるために̶
大会長／本郷 久美子（三育学院大学看護学部） 主　催／日本看護診断学会

会　期／2011年6月29日（水）～ 7月1日（金） 会　場／神戸国際会議場
主　催／国際薬学連合　(International Pharmaceutical Federation, FIP)

文部科学省新学術領域研究「包括型脳科学研究推進支援ネットワーク」は、脳科学研究の包括的支援組織であり、様々なリソー
ス・技術支援を研究者に提供するとともに、ワークショップなどの研究者交流によるネットワーク形成にも力を入れている。夏
のワークショップは、研究者交流の目玉となる事業であり、昨年度の札幌での集会も700名近い参加者を集め大盛況であった。
今年度は当初企画した仙台での開催が震災の影響により不可能となり、急遽開催地を神戸に変更し近畿地区研究者の多大な
協力により開催へとこぎつけることが出来た。当日は809名以上の参加者が集い、活発な脳研究情報の交換が行われた。

会　期／2011年8月21日（日）～24日（水）
会　場／神戸国際会議場

第65回山田コンファレンス/第31回メスバウア効果の応用に関する国際会議 （ICAME）は1958年のメスバ
ウア効果発見からほぼ2年に一度開催されてきた歴史ある国際会議である。研究者は世界30カ国以上か
ら集まり、自然科学、材料工学、医学、考古学など幅広い分野をカバーする。半世紀以上に及ぶ密接な
交流を通して培われてきた、暖かく家庭的な雰囲気が大きな特徴である。今回は、「超伝導材料などの環
境新素材」、「放射光施設計測技術」などが議論される。さらに、次世代研究者の育成にも力点を置いて
運営される。福島原発事故の影響で、4月初旬に東京から急遽開催地を神戸に変更することを決定した。

会　期／2011年9月25日（日）～30日（金） 会　場／神戸国際会議場

人類にとって不可避の課題である安定的な食糧供給、バイオ燃料の生産、さらに温暖化の問題等、地
球規模の問題解決において植物科学はその主役を果たすものであります。本会議はトマト、ナス、メロン、
キュウリ等、ナス科・ウリ科に分類される植物の世界最先端の研究成果を発表する場となります。ナス科・
ウリ科植物の基礎研究基盤が進み、より応用的な研究分野にも波及効果が期待できる時代になりまし
た。大震災の復興中での本会議開催は、我が国の研究者を勇気づけるだけなく、世界に我が国の植物
科学への貢献をアピールできるまたとない機会となります。皆様のご参加をぜひお待ちしております。

会　期／2011年11月28日（月）～12月2日（金）　　会　場／神戸国際会議場

日本トラウマティック・ストレス学会は、医師・臨床心理士・看護師など多職種から成る学術団体である。本大会では「こころのケアのこ
れから：阪神淡路大震災から東日本大震災に向けて」をテーマとして、内容を東日本大震災関連に特化し、今後の「こころのケア」のあり
方を議論する。大会長講演「東日本大震災における救援者・支援者の意義」、特別パネル・ディスカッション「東日本大震災後のこころの
ケアを考える」、ほか6つのシンポジウムを企画している。

会　期／2011年10月10日（月・祝）
大会長／重村 淳（防衛医科大学校）

Asian African Research Forum (AARF) は、文部科学省が推進する「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム」
(J-GRID) の一環として、新興・再興感染症に関する国際共同研究発表と情報交換を目的としています。J-GRIDでは、神
戸大学を含めた国内８大学と２研究機関が、アジア6か国、アフリカ2か国に12拠点を構築し、インフルエンザ、蚊媒
介感染症、ウイルス肝炎、HIV、多剤耐性結核、下痢症など、重要な新興・再興感染症に関する共同研究を進めています。
本年度のAARFは当初、東北大学で開催予定でしたが、東日本大震災の影響により、神戸での開催に変更されました。

会　期／2012年1月11日（水）～12日（木）　　会　場／神戸国際会議場 国際会議室(3F)
組織委員長・拠点長／堀田　博・林　祥剛（神戸大学大学院医学研究科）

Conference & Exhibition
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ホームページ　http://www.isme2011.jime.jp

第９回マリンエンジニアリング国際シンポジウム　ＩＳＭＥ ＫＯＢＥ ２０１１

ISME（International Symposium on Marine Engineering）は、マリンエンジニアリングに従事する世界中の研
究者、技術者が集う国際会議として、日本舶用機関学会（現 日本マリンエンジニアリング学会）が中心となって1973
年に第1回の会議が開催されました。その後ほぼ5年に1回の間隔で開催され、1990年の第４回以来21年ぶりに神
戸に戻って参りました。今回は“環境に優しく、省エネに有効で経済危機にロバストなマリンエンジニアリング技術”をシ
ンポジウムの主題として、「将来のエンジンおよびエネルギー変換」、「環境保全」、「新形式推進」、「シップリサイクル」を
はじめとして12の主要なトピックスについて約150編の研究が発表される予定です。
国際港湾都市神戸において開催される本シンポジウムが、マリンエンジニアリング技術の更なる発展に寄与できるこ

とを期待しております。

会　期／ 2011年10月17日（月）～21日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
実行委員長／福岡 俊道（神戸大学大学院海事科学研究科）

大会ホームページ　http://cbi-society.org/cbi/taikai/taikai11/

CBI/JSBi2011合同大会「計算科学の拓く新しい生命像」

CBI（情報計算化学生物）学会は、化学、生物学、情報計算学という３つの学問分野に関わる先端的な研究開発の
基盤構築をめざす非営利の学術任意団体です。また、日本バイオインフォマティクス学会（JSBi）は、我が国において生
命情報学分野を発展させ、その技術および関連事業の振興とその教育基盤を確立することを目的としています。この両
学会が、2011年11月8日から10日まで、神戸国際会議場においてCBI/JSBi2011合同大会を開催します。会場近く
には6月のスパコンTOP500で世界一に輝いた「京」が設置されており、本大会では、従来の両学会の関心領域に加えて、
大型計算機や高度IT技術の活用を念頭に置いた計算創薬や医療応用をメイ
ンテーマの一つとしてプログラム編成を行っています。また、両学会の将来の
展開を見据えた新領域の開拓も重要なテーマであり、両学会の会員や一般
参加者が一堂に会して相互に交流することで、本大会が新たなアイデアや共
同研究の契機となり、様々な分野の研究者にとって開かれた対話の場となる
ことを期待しています。なお、11月9日（水）16:00～17:30には、神戸市市
民講座「健康をささえるスパコン「京」」が併催されます。

会　期／ 2011年11月8日（火）～10日（木）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 田中 成典（神戸大学）、阿久津 達也（京都大学）

ホームページ　http://www.apmp2011.jp/

第27回アジア太平洋計量計画総会及び関連会議（APMP2011）

質量（重さ）や長さ、時間、電圧など、私たちは日常生活のあらゆる場面で、様々な量をはかっています。このような測定の結果が、いつ、どこで、誰がはかっても同じとなるためには、正確な計量標準（測定の基準となる分銅など）
の使用が不可欠です。アジア太平洋計量計画（APMP）は計量標準の国際的な同等性の確保などを目的とした国際組織で、現在23の国と地域から38の計量標準機関（その国の計量標準を開発・維持する機関）が加
盟しています。今回神戸において、年1回開催されるAPMP総会とその関連会議を開催することとなりました。日本における総会の開催は、2001年のつくば開催以来となります。今回の総会と関連会議では、APMPの今
後の活動方針や技術的課題、途上国支援に関する議論が行われます。また、公開セッションとして、ナノテクノロジーと材料の計量に関するシンポジウムが開催されますので、計量標準関係者のご参加をお待ち申し上げます。

会　期／ 2011年12月1日（木）～9日（金）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸商工会議所会館、他
主　催／ (独)産業技術総合研究所計量標準総合センター、アジア太平洋計量計画
共　催／ (独)情報通信研究機構、(財)化学物質評価研究機構、日本電気計器検定所

水銀条約政府間交渉委員会第３回会合の準備のためのアジア太平洋地域会合

現在、国連環境計画（UNEP）が主催し、国際的な水銀の管理に関して法的拘束力のある文書（条約）を制定するための政府間交渉が進められており、

本年1月に千葉市において「水銀に関する条約の制定に向けた政府間交渉委員会第2回会合」が開催されたところです。

今般の会合は、本年10月31日からケニア・ナイロビで開催予定の政府間交渉委員会第3回会合に先立ち、同会合で議論される予定の水銀に関する条

約の条文案等について、アジア太平洋地域の各国で意見交換を行うことを目的に開催したものです。

会　期／ 2011年9月26日（月）～9月28日（水）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 国連環境計画（UNEP）

Conference & Exhibition

神戸市（ポートピア81記念基金）

（財）神戸国際観光コンベンション協会

ＴＥＬ　０７８‐３０３‐００９０
ＦＡＸ　０７８‐３０２‐６４７５
〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1

（財）中内力コンベンション振興財団

（財）中内力コンベンション振興財団

ＴＥＬ　０７８‐３０３‐８１１１
ＦＡＸ　０７８‐３０３‐４８００
〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-10-1
　　　　　　　神戸ポートピアホテル内

質量の基準である
日本国キログラム原器
（産業技術総合研究所保管）

2011年秋～神戸で開催される国際会議
神戸では、1年を通してさまざまな国際会議が開催されています。
神戸コンベンションセンターで開催される主な国際会議をご紹介します。

補助金についてのご案内

H021713_CONVE_P07_P08

000000／ tao →



09 KOBE CONVENTION 10KOBE CONVENTION

Conference & Exhibition

年会ホームページ　http://21jsphcs.jtbcom.co.jp/

第21回日本医療薬学会年会

本学会は、病院・薬局など医療現場に携わる薬剤師を中心として発展を遂げ、現在は製薬企業、教育機関、研究所等
の薬剤師や薬学生にまで会員を広げています。本年会は、年1回、会員が一堂に会し、日頃の臨床業務・研究・教育の成
果を発表するとともに、医療薬学に関する最新の知識と情報を交換・発信する場として、毎年多くのご参加を頂いております。 
今回のテーマは“Enjoy Pharmacists’Lifestyles”と致しました。薬剤師には様々な活躍の場があり、ライフスタイルも広が

りを見せています。働く場でモチベーションを維持するためには、具体的な目標設定と、一方で適切なワークライフ・バランスを
考えることも大切です。普段は業務に追われて考える時間が持てないと思いますが、日常業務を少し離れたところから眺めなお
すことも、リフレッシュしモチベーションを高めるよい機会になると思います。皆様とご一緒できることを楽しみにしております。
問い合わせ：運営事務局（（株）JTBコミュニケーションズ　コンベンション事業局内）
TEL：06-6348-1391 　FAX：06-6456-4105 　E-mail：21jsphcs@jtbcom.co.jp

会　期／ 2011年10月1日（土）・2日（日）
会　場／ 神戸国際展示場・神戸国際会議場・神戸商工会議所会館・クオリティホテル神戸
年会長／ 平井 みどり（神戸大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長）

学術集会ホームページ　http://jaen2011.umin.jp/

第13回日本救急看護学会学術集会

日本救急看護学会は今年度に、節目の学会記念誌を発刊することができ、学術集会は13回目を迎えることができました。この13年の間に、救急医療はさまざまな方面に発展
してきました。プレホスピタルケアでは、救急救命士の誕生から気管挿管、除細動の実施、薬剤投与と業務拡大しました。心肺蘇生法では、AEDの普及、市民教育や標準ガイ
ドラインに準拠した全国共通の実施方法のトレーニングや臨床研修医のカリキュラムへの組み込み、ＤＭＡＴや世界でおこる災害救助などがあります。救急看護でもJNTEC、トリアー
ジ教育など、多くの教育トレーニングコースが誕生し、その普及に努めています。
今回の学会テーマは「未来を読む、そして実践」としました。医行為に踏み込んだ看護業務の拡大を実施できる（仮）特定看護師の養成が、経験5年以上の認定看護師対象

に16施設で実施されており、4月からは実施試行事業が始まります。この事業に象徴されているように、日本の医療最前線では、優れた看護師の充実によって、ナーシングの現
場は底上げされジェネラルナースたちの実力が確実に向上しています。災害現場や限られた資源での医療の実施など、救急医療は状況に応じて臨機応変のすばやい処置や判断
がとても大切な能力です。それはトリアージナースという形で認められようとしています。
そこで、今回のテーマである、未来を読んで、参加者のみなさんお一人お一人の立場と役割をベースに、何を行動し実践できるのかを討議したいと考えています。いま、社会か

らの大きな期待が看護職にはあります。是非、日常の忙しさを離れて、救急看護を目指す仲間といっしょにディスカッションしませんか。みなさまのご参加を心からお待ちしております。

会　期／ 2011年10月21日（金）～22日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 松月 みどり（公益社団法人日本看護協会）

E-mail　jdsa39@c-linkage.co.jp　　ホームページ　http://www.c-linkage.co.jp/jdsa39/

第39回日本歯科麻酔学会総会・学術集会

本学会は、歯科医療の領域における全身管理学、すなわち安全で安心な歯科医療が提供できることを目指した学術研究発表の場です。第
39回大会はテーマを「領域をこえて」とし、広く医療全般にわたる議論が展開されることを目指しています。2日間を通して、特別講演、教育講演、
シンポジウム、宿題報告、久保田康耶記念講演、社会講座、特別企画震災関連シンポジウム、一般講演、ランチョンセミナー、市民公開講
座など多岐にわたるプログラムを用意しています。とりわけ、特別講演では、日本を代表する新進気鋭の若き生命科学者である上田泰己氏（理
化学研究所）をお迎えし、「時間の生命科学」と題した講演を頂きます。歯科麻酔科医に限らず、多くの医療関係者の参加をお待ちしています。

会　期／ 2011年10月7日（金）～9日（日）※7日（金）は理事会・各種委員会のみになります
会　場／ 神戸国際会議場（神戸ポートアイランド内）
会　長／ 小谷 順一郎（大阪歯科大学 歯科麻酔学講座）

第39回日本放射線技術学会秋季学術大会

公益社団法人日本放射線技術学会は、放射線技術向上のための学術研究を進めるために、10月28日（金）か
ら30日（日）の3日間、神戸国際会議場にて『明日に架ける橋 －生命（いのち）の光を技で紡ぐ－』をテーマに第39
回日本放射線技術学会秋季学術大会を開催いたします。
本学会は放射線技術学に関する研究発表会および学術講演会の開催、学会誌や学術図書の発行と広報活動、
放射線技術学に関する調査研究・教育ならびに開発など、関連団体との連携を通じて国民の皆様の健康を守り安
全・安心な医療を提供している医療系学術法人です。特に研究発表会を主とした学術大会は本学会の根幹を成す
ものであり、春季と秋季の年２回、全国規模の学術大会を開催してきております。
今回の第39回秋季学術大会におきましては、会期中（29日）に国際都市である神戸に因んで海外からも著名な
研究者を多数招聘して、第１回国際放射線技術科学会議（ICRST：小寺吉衞大会長、上田克彦実行委員長）も
併催します。内外の研究者が集うなか、日本の放射線技術学のレベルを世界に発信するとともに、放射線技術学
という「技」を通して医療現場への「明日に架ける橋」になるような活発な学術大会にしたいと考えています。

会　期／ 2011年10月28日（金）～30日（日）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 船橋 正夫（大阪府立急性期・総合医療センター）
実行委員長／堀之内 隆（大阪府立成人病センター）

大会ホームページ　http://www.cs-oto.com/praj21/

第21回日本小児リウマチ学会総会･学術集会

生物学的製剤や遺伝子解析など、新しい治療法や診断方法が次 と々登場している小児リウマチ医療の分野はまさに新
時代を迎えた感があります。本学術集会も21回目を数えることになりました。私事で恐縮ですが、私が小児医療を志したきっ
かけは、こどもたちの笑顔に魅せられたからでした。初心にちなんで今回のテーマは“こどもたちの未来と笑顔のために”とい
たしました。学会プログラムの編成に際しては、“日常の診療で疑問に感じていることをとことん議論する”という本学会の原
点に今こそ立ち返るべきと考え、症例を中心とした臨床的なディスカッションが十分にできるように工夫を凝らしました。また、
Cornell University Medical CollegeのThomas Lehman先生を迎え、特別講演をいただく予定です。こどもたちの未来
の笑顔につながるような熱く有意義な議論が、解放的で自由な気風あふれるこの神戸の地からうまれることを願っています。
神戸の“山・海・街”がみなさまを待っています。是非ご参加ください。

会　期／ 2011年10月14日（金）～16日（日）
会　場／ 神戸国際会議場 3F
会　頭／ 三好 麻里（兵庫県立こども病院 リウマチ科）

ホームページ　http://www.jasnaoe.or.jp/

シンポジウム：大地震・大津波に備えて～海からの視点で考える～

去る3月11日の東日本大震災では、たいへん多くの方がお亡くなりになるほど、甚大な被害が発生し
ました。16年前の阪神淡路大震災直後に、日本船舶海洋工学会関西支部の前身である関西造船
協会では調査委員会を設置し、「海からの視点」による震災対策の提言を取りまとめました。今回の震
災は、大津波や原発事故等の阪神淡路大震災の時にはなかった災害も含まれますが、当時の提言
内容も踏まえ、今後の震災・津波に海からの視点でどのように備えればよいかを議論することは重要だ
と思われます。このたび、テクノオーシャン・ネットワーク、公益社団法人 日本船舶海洋工学会、独立
行政法人 海洋研究開発機構、独立行政法人 港湾空港技術研究所、関西海事教育アライアンスの
共催で、シンポジウムを開催するはこびとなりました。一般の方にもわかりやすい内容になっております
ので、皆さま是非ご参加ください。

会　期／ 2011年10月31日（月）10：00～17：30
会　場／ 神戸国際会議場　メインホール
参加費／ 無料　参加登録が必要です。http://www.jasnaoe.or.jpよりお申し込みください。定員になり次第締切ります。

併　　催：The 4th Annual Meeting of Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies (FADAS2011 in Kobe)
同時開催：第16回 日本口腔顔面痛学会

2011年10月～2012年3月
神戸国際会議場・展示場にて開催の学会・催事
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学会ホームページ　http://janos2011.jtbcom.co.jp/

第49回日本神経眼科学会総会・第6回アジア神経眼科学会 合同学会

日本神経眼科学会は会員数1,000名を越える学会でありながら、他の神経内科、神経耳科、脳神経外科、基礎医学などの各科・各領域の会員も所属する
学際領域の学会であります。今回はメインテーマとして「神経眼科：診断から治療へ」を選ばせていただきました。神経眼科はこれまで病態の解明と診断に重点
が置かれがちな分野でしたが、最近の病態解明の進歩や新たな薬剤やその投与法、さらには手術法の開発によって、治療分野でも大きな進歩を遂げています。
さらに、第6回アジア神経眼科学会も共同で開催いたします。この合同学会で診療科や研究分野の垣根を越えて、またアジアの友人たちと国の違いを超えて、
ともに学びたいと考えております。日本神経眼科学会会員のみならず非会員の先生方、視能訓練士やコメディカルの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

会　期／ 2011年11月25日（金）～27日（日）　　会　場／神戸国際会議場
会　長／ 第49回日本神経眼科学会総会　三村 治（兵庫医科大学眼科学教室）
 第6回アジア神経眼科学会　柏井 聡（愛知淑徳大学 健康医療科学部 医療貢献学科視覚科学専攻）、三村 治（兵庫医科大学眼科学教室）

近畿救急医学研究会ホームページ　http://www.jaam-kinki.jp/meeting.html

第105回 近畿救急医学研究会（日本救急医学会近畿地方会）

救急医療需給の不均衡のなかで医療の質を担保する原則は、The right patient in the right time to the right place と表
現される病態別対応のためのトリアージが重要である。病院入り口での医療職による、あるいは現場における救急隊員によるトリ
アージのみならず、傷病者自らが緊急度・重症度判断するのを手助けする救急電話相談までトリアージのステージは拡がりを見
せている。各地域・機関で試みられている仕組みや課題を多職種により総合討論する。

会　期／ 2012年3月10日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 佐藤 愼一（神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター長）
テーマ／ 救急トリアージ

学術集会ホームページ　http://jspen2012.jp　　学術集会E-mail 　27jspen@convention.co.jp

第27回日本静脈経腸栄養学会

この度、平成24年2月23日・24日の2日間、第27回日本静脈経腸栄養学会を開催させていただきます。メイ
ンテーマを「栄養治療ルネサンス～治療する側、受ける側～」とさせていただき、進歩のめざましい栄養治療に関
しての話題や新しく開発されてきた技術を含めて栄養治療の進歩を議論したいと思います。また、治療する側とは
視点をかえて、栄養治療を受ける側からの議論ができればと考えています。
阪神淡路大震災から立ち直った神戸にて実のあるディスカッションを期待し、スタッフ一同お待ち申し上げます。

会　期／ 2012年2月23日（木）～24日（金）　　会　場／神戸ポートピアホテル・神戸国際会議場・神戸商工会議所
大会長／ 福田 能啓（兵庫医科大学病院臨床栄養部 部長、兵庫医科大学地域総合医療学講座 主任教授、兵庫医科大学ささやま医療センター 病院長）
メインテーマ／栄養療法ルネサンス　～治療する側・受ける側～

学会ホームページ　http://www2.convention.co.jp/amjos13/

第13回日本骨粗鬆症学会 骨ドック・健診分科会

本学会では「骨粗鬆症診療における多領域の連携」をメインテーマとし、これまで骨粗鬆症診療に携わっておられなかっ
た医師やコメディカルの方々にも興味を持っていただくきっかけとなるような学会をめざしています。また11/3・4に併催される
第2回アジア骨粗鬆症連合学術集会（AFOS）や11/5の日韓ジョイントシンポジウムにも自由に参加でき、国際色豊かな学
術集会になるものと期待しています。
神戸は16年前の阪神・淡路大震災で大きな痛手を負うこととなりました。東日本大震災から、日本全体が一歩踏み出し

たこの時期に、神戸の地に集い、今後の骨粗鬆症診療の新たな一歩について語り合える学会となりますよう、皆様のご参
加を心よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2011年11月3日（木・祝）～5日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会 長／ 杉本 利嗣（島根大学医学部内科学講座 内科学第一）

学術集会ホームページ　http://www.congre.co.jp/jsmwh26/

第26日本女性医学学会学術集会

本年3月11日に発生した東日本大震災にて被災された方々へ、衷心よりお悔やみとお見舞いを申しあげるとと
もに、支援されている方々には深い敬意を表します。被災された地域の１日も早い復興を祈念します。
さて、昨年開催された第25回学術講演会におきまして、本会の名称が更年期医学会から女性医学学会に変
更されました。学術講演会の回数は引き継ぐこととなり、第26回学術講演会でありな
がら、女性医学学会としては初めての学会を主催させていただくことになりました。学術
講演会を主催できること自体、誠に光栄なことですが、加えて、初めての学術講演会
として、これからの本会の方向性を決める学会を担当するということで、責任の重さで
身が引き締まる思いです。
学術講演会のテーマは「これからのウィメンズヘルスを求めて」とさせていただきました。

これからの女性医学学会の意義を問う学会であるとともに、学術的にも研修的にも意義
があり、あわせて学会運営の面にも貢献できる学術講演会にしたいと思います。学会開
催にあたり暖かいご支援・ご協力をお願いするとともに、多くの参加者をお待ちしています。

会　期／ 2011年11月12日（土）～13日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 苛原 稔（徳島大学大学院産科婦人科学分野 教授）

会　期：11月3日（木・祝）～4日（金）
会　長：楊鴻生(兵庫医科大学ささやま医療センター）

The Second Scientific Meeting of the Asian Federation of Osteoporosis Societies同時
開催

〒650-0046　神戸市中央区港島中町7-5-1 
TEL：078-303-0100㈹
FAX：078-303-0211
URL  htttp://www.pearlcity.co.jp/kobe/
E-mail  kobe@pearlcity.co.jp

徒歩約７～10分

国際会議場・国際展示場

ポートライナーで約15分
市民広場駅乗り換え『中埠頭駅』下車徒歩3分

神戸空港

新神戸～ホテル…約25分
三　宮～ホテル…約15分

新神戸・三宮 無料シャトルバス運行
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Conference & Exhibition

トレジャーフェスタ実行委員会（株式会社グリフォンエンタープライズ内）
〒220-0023　神奈川県横浜市西区平沼1-7-10 YSKビル7F
TEL 045-412-6580  FAX 045-412-6581
e-mail info@treasure-festa.com　　　

トレジャーフェスタin神戸3

弊社企画のホビーイベント「トレジャーフェスタin神戸」も、早いもので今回
で３回目の開催となりました。ホビーファンの皆様の応援に支えられながら、
お蔭様で秋の恒例イベントとして定着しつつあります。
当日は、会場でしか手に入らないガレージキットを初

め、中古トイ、ドール、その他ホビーに関連したグッズ
が大集合いたします。普段はなかなか見ることのでき
ない個人ディーラー様の作品も、目の前でご覧いただ
けますよ。リアルを共有できるイベント会場だからこそ
…作り手、受け手といった垣根を越えて、ファン同士
の交流の場としてお楽しみ下さい。
またグリフォン・メインブースでは、開発中の製品原
型や彩色見本の展示に加えてイベント限定商品も販
売予定です。
お時間の許す限り、どうぞ楽しい
一日を…「トレジャーフェスタin神戸
３」へのご来場をお待ちしています！

会　期／ 2011年10月10日（月・祝）
会　場／ 神戸国際展示場2号館1階
入場料／ 1,500円
主　催／ トレジャーフェスタ実行委員会（株式会社グリフォンエンタープライズ内）

事務局（神戸高校）webページ
http://www.hyogo-c.ed.jp/̃kobe-hs/

第4回 サイエンスフェアin兵庫

今年で４回目を迎える「サイエンスフェアin兵庫」は、サイエンスやテクノロ
ジーの研究活動に取り組んでいる兵庫県内の高校生がその研究をポスター
発表（昨年度58班）するとともに、地元兵庫の企業や大学、研究機関など
も参加し、それぞれの取り組みの発表・紹介が行われます（昨年度61ブー
ス）。昨年度は一般含めて８００名を超える参加者を得て開催することができ
ました。いずれの発表でも発表者と近い距離で説明を受けられ、質問もでき
ます。将来を担う高校生の真剣な取り組み、企業や大学などの最新の研究
や活動を是非ご覧ください。
入場は無料・予約不要です。当日、会場の受付にお越しください。中学生・
高校生や保護者、学校関係者の皆さんはもちろんのこと、一般の方のお越
しもお待ちしています。お問い合わせは事務局までお願いします。

会　期／ 2012年2月5日（日）
会　場／ 神戸国際展示場2号館
主　催／ 兵庫「咲いテク」事業推進委員会（事務局 県立神戸高校）

お問い合わせ
日本ケミカルシューズ工業組合　担当　橋角
ホームページ　http://www.csia.or.jp
TEL 078-641-2525　FAX 078-641-2529

第１４０回２０１２春 日本グランドシューズコレクション＆神戸シューズコレクション

「シューズの街神戸」として親しまれ、皆様にご支援頂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、昭和３３年にて初開催されて以来、じつ
に１４０回目を迎えました。
１４０回目を迎えた今回の日本グランドシューズコレクションでは、従来の展
示会とあわせまして、「メイド・イン・KOBE」を対象とした『神戸シューズコレク
ション』を開催いたします。神戸の新たな地域ブランド「神戸シューズ」として、
国内生産にこだわった、品質の高い製品をバイヤーの方々へ提案していきま
す。
神戸シューズコレクションも含め、出展企業はこの展示会を「売上拡大の
場」、「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。
神戸空港からも近く、交通ア
クセスも大変便利となってお
り、全国からご来場頂いてお
ります。
展示会の招待状をご希望

のバイヤーの方は、当組合Ｈ
Ｐよりご登録お願いします。

会　期／ 2011年10月19日（水）～20日（木）
会　場／ 神戸国際展示場２号館
主　催／ 日本ケミカルシューズ工業組合

お問い合わせ
技能グランプリ＆フェスタ実行委員会 事務局（兵庫県技能士会連合会内）
TEL 078-371-2101　 FAX 078-371-2102

技能グランプリ＆フェスタ２０１１～きて、みて、ふれて　みんなで楽しむものづくり～

「技能グランプリ＆フェスタ２０１１」が今年も開催されます。たくさんの方に
職人の仕事や技能への理解を深めていただくことを目的として、衣食住など
日常の生活を支える様々な職人の技が一堂に会するイベントです。
「きて、みて、ふれて　みんなで楽しむものづくり」をテーマとして、一流の
技能者の実演を見ることに加えて、実際にものづくりを体験することで、技
能の素晴らしさを発信していきます。大人も子供も一日楽しめますので、是
非ご家族で、またお友達を誘ってご来場ください。
○イベント内容　ものづくり体験教室、匠の技の実演、ファッションショー、
展示・販売ブース、ものづくり子供絵画展
○同時開催　【技能職種の競技大会】プロの職人による技の競演（畳製
作、フラワー装飾、クリーニング、バーテンダー）
【こども技能競技大会】小
学校4年生～中学生がも
のづくりに挑戦（印章彫刻、
クリーニング）
○併催イベント　ひょうご特
産品フェア（兵庫県中小企
業団体中央会）

会　期／ 2011年10月22日（土）10:00～16:30　23日（日）10:00～16:00
会　場／ 神戸国際展示場３号館 入場無料
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