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2013年2月1日から3月31日まで
改修工事のため、神戸国際会議場（全館）
休館いたします。
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開催

！
しました

神戸で過去最大の展示イベントが開催
〜８万人近くが下水道の最新技術を堪能〜
第49回

下水道研究発表会

下水道展ʼ 12神戸及び第49回下水道研究発表会が7月24日（火）から
27日（金）の4日間、国際展示場（1･2･3号館）、国際会議場、ポートピ
アホテルを会場として開催され、国内外から77,452人の参加者が来場
されました。
約260団体・企業による最新の技術・機器等の展示や紹介が各ブー
スで行われたほか、国際会議や大都市会議、下水道に関する様々な研
究発表会や研修会、特別講演等が連日開催されました。
下水道展の神戸市開催は阪神・淡路大震災直前の平成6年7月以来
の18年ぶりで、東日本大震災の1年後ということと重なり、震災からの
復興がテーマの一つとなっていました。神戸市副市長による講演「震
災復興17年の歩み〜神戸から東日本へ そして未来へ」では約200人
が傍聴し、東北からの参加者は「神戸の復興に励まされました」という
感想がありました。
また、神戸市を含む自治体や下水道協会等関係団体が出展したパブ
リックゾーンでは、子供たちに下水道のことを知ってもらおうとクイズ
ラリーや水質実験を実施し、夏休みの自由研究をお手伝いしました。
神戸市ブースで行われた、実際の汚水や汚泥を使用する「水がきれい
になる仕組みがわかる実験」は立ち見が出るほどの盛況で、子供だけ
でなく、一緒に来場された親も注目した実験となりました。
関西地方下水道協会ブースでは、兵庫県下水道協会による兵庫県内各地の特
産物の販売も行われ、下水道展来場者や出展者が立ち寄り、賑わっていました。
展示場前の屋外では、地震体験車「ゆれるん」や災害時仮設トイレの展示があ
り、海外からの来場者が列をつくるなど、地震を体験していただく珍しい機会と
なりました。会期後半には下水道管の若返りを図る各種工法のデモ施工も行わ
れ、暑い中、大勢の人が熱心に見学していました。
神戸国際会議場で３日間にわたり開催された下水道研究発表会では、雨水対
策、エネルギー資源や下水道設備に関する論文360編が発表され、49回の歴史
の中で、過去２番目の1,615人（最高は平成９年の東京開催1,628人）が参加す
るなど、発表会の目的である産学官の研究者、技術者の活発な情報交換・交流
により下水道事業の発展や技術の進歩・向上を図ることができました。
18年前の神戸開催の来
場 者 数61,300人 を 大 きく
超えるなど、神 戸 で 開 催
され た 展 示 会としては 過
去最大の
規 模とな
り、商談会の機能も併せ持つ出展ブースを回るの
に、肩が触れあうような混雑が生じるなど、大変
熱気のある素晴らしい展示会が開催されました。

予告

記念すべき20回目の節目を迎える…
「JDDW2012」が神戸で開催
〜消化器関連の学会が集結〜

この度、第20回日本消化器関連学会週間（JDDW2012）を、2012年10月10日（水）〜 13日（土）の4日間、神戸市の、
神戸国際展示場・ポートピアホテル・神戸国際会議場の3施設で開催することとなりました。日本消化器関連学会週間
（JDDW）は、1993年に第1回大会が神戸にて開催されて以降、今年が記念すべき第20回の記念大会となります。第1回当
時は10,000名程であった参加者数も、20年の間に、19,000名を超える非常に多くの先生方にご参加いただく学会となり、
日本国内の医学関連学会では最大規模に成長を遂げています。
JDDWの目的は、消化器全体として総合的、有機的な研究発表、討論を行う場を持つことであり、さらに様々な活動を
通じて社会貢献をすることも重要な目的の一つです。現在、本学術集会運営の中心となる構成学会は、日本消化器病学会、
日本消化器内視鏡学会、日本肝臓学会、日本消化器外科学会であり、会員の延べ人数は9万人を超えています。構成学会
に加え、日本消化器がん検診学会・日本消化吸収学会も参加学会となっており、名実共に日本の消化器関連の学会が集まっ
ていると言っても過言ではないと思います。
本年の第20回大会は、第54回日本消化器病学会大会会長：鈴木一幸先生、第84回日本消化器内視鏡学会総会会長：高
橋信一先生、第16回日本肝臓学会大会会長：佐田通夫先生、第10回日本消化器外科学会大会会長：山口明夫先生、第50
回日本消化器がん検診学会大会会長：田中幸子先生、第43回日本消化吸収学会総会会長：白鳥敬子先生の6名の会長もと、
特別企画・シンポジウム・パネルディスカッション・教育講演・医療研修会・女性消化器病医の方を中心としたセッション等、
多岐に渡る充実したプログラムを予定しており、いずれの内容もご参加いただく先生方のご期待に応えることのできるも
のであると確信しております。
また、今回は20回の記念大会であり、会期第2日目の10月11日
（木）
には記念企画を予定しております。記念講演では、京都大学の山中
伸弥教授とドナルド・キーン先生にご講演をお願いしています。世
界に名を馳せる山中先生と、90歳を超え日本を愛し、様々な活動を
なさっているキーン先生から、どのようなお話が聴けるか、今から
大変楽しみにしております。記念シンポジウムではアメリカ・ヨーロッ
パ・アジアの主要な消化器関連の学会の代表の方にご講演いただ
き、これからのJDDWの在り方を考えていきたいと思います。また、
講演・シンポジウムに加えて記念式典も開催いたします。
神戸の地での開催は、記念すべき第1回大会を皮切りに本年で7
度目となり、全国で最多の開催数であり、日本消化器関連学会週間
の記念すべき20回大会をこの神戸の地で開催できることも何かのご
縁であると感じています。会場までは新幹線新神戸駅からのアクセ
スもよく、神戸空港からは公共交通機関でわずか8分という、日本で
最も空港から近いコンベンション施設です。
風薫り、陽光きらめく神戸の地に多くの先生方にお集まりいただ
き、ご参加いただく先生方の交流や育成に繋がる有意義な学会に
なることを、関係者一同心より祈願しております。10月に多くの先生
方にお会いできることを楽しみにしております。
一般社団法人日本消化器関連学会機構
ホームページ http://www.jddw.jp/jddw2012/
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Event Calendar
○国内 ●国際
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期

2012年10月
6日（土）
〜7日（日）

称

会

場

第24回日本レーザー歯学会総会・学術大会

神戸国際会議場

400

大会長 古森孝英（神戸大学大学院医学研究科
外科系講座口腔外科学分野 教授）

○

2日（日）

第17回アニメーション神戸 授賞式

神戸国際会議場

700

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

◎

○

5日（水）
〜7日（金）

第41回日本免疫学会学術集会

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

4,000

日本ケミカルシューズ工業組合

◎

The 9th International Polymer
11日（火）
〜14日（金） Conference（IPC2012）
第9回国際高分子会議

神戸国際会議場

900
公益社団法人
（200）

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

◎

13日（木）

進路発見広場in神戸

神戸国際展示場

1,500

15日（土）

第80回日本呼吸器学会近畿地方会
第110回日本結核病学会近畿地方会

神戸国際会議場

400

17日（月）
〜19日（水） 大学ICT推進協議会第2回年次大会

神戸国際会議場

1,000

一般社団法人

2013年1月
6日（日）

第13回日本習字全国席書大会

神戸国際展示場

1,000

公益財団法人 日本習字教育財団

◎

12日（土）

第6回全国校区・小地域福祉活動サミット
in ＫＯＢＥ・ひょうご

神戸国際展示場
神戸学院大学
ポートアイランドキャンパス

3,500

第6回全国校区・小地域福祉活動サミット
in ＫＯＢＥ・ひょうご実行委員会

○

13日（日）

地域の福祉力セミナー

神戸国際会議場

250

全国社会福祉協議会

○

17日（木）
〜19日（土） 第18回日本集団災害医学会総会・学術集会

神戸国際会議場

2,000

会長 小澤修一（神戸赤十字病院 院長、
兵庫県災害医療センター 名誉センター長）

○

●

20日（日）

神戸国際展示場

1,000

兵庫「咲いテク」事業推進委員会

◎

○

21日（月）
〜22日（火） 第6回災害対策セミナー in神戸

神戸国際会議場

1,500

神戸市、財団法人神戸国際観光コンベンション協会、
神戸都市問題研究所

○

●

23日（水）
〜24日（木） 2013 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

日本ケミカルシューズ工業組合

◎

会長 楠岡英雄
（独立行政法人 国立病院機構大阪医療センター 院長） ○

26日（土）

平成25年度第1回兵庫県整形外科医会

神戸国際会議場

200

兵庫県整形外科医会

○

テクノオーシャン・ネットワーク
（㈶神戸国際観光コンベンション協会内）

2013年2月
10日（日）

ユニセフカップ 2013神戸バレンタイン・ラブラン

神戸国際展示場

10,000

サンケイスポーツ

◎

23日（火）
〜26日（金） 創立90周年記念 第64回日本生物工学会大会

神戸ポートピアホテル
神戸国際会議場

1,500
会長
原島 俊（大阪大学大学院工学研究科 教授）
（100） 実行委員長 大竹久夫（大阪大学大学院工学研究科 教授）

24日（水）
〜25日（木） 2013 春 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

27日（土）
〜28日（日） 技能グランプリ＆フェスタ2012

神戸国際展示場

24,000

28日（日）

神戸国際展示場

1,500

トレジャーフェスタ実行委員会

◎

1,000

会長 宇野耕吉
（独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター）
会長 德橋泰明
（日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野）
会長 永田 見生（久留米大学学長）

○

5日（月）
〜7日（水）

8日（木）
〜9日（金）

神戸国際展示場

5,800

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

300

（独）理化学研究所 生命システム研究センター
開所記念国際シンポジウム
RIKEN Quantitative Biology Center
Inaugural Symposium
"Towards Whole-Cell Modeling"

会長 平井みどり（神戸大学医学部附属病院薬剤部）

○

ＪＤＤＷ事務局

○

建設業労働災害防止協会、
建設業労働災害防止協会兵庫県支部

代表理事

朝倉

靖（豊橋ハートセンター）

会長 柳田敏雄
（生命システム研究センター センター長）

一般社団法人 日本冷凍空調工業会

神戸国際会議場

300

10日（土）
〜11日（日） 第59回日本学校保健学会

神戸国際会議場

2,000

12日（月）
〜14日（水） A-SSCC2012

神戸国際会議場

300
IEEE SSCS
（130） A-SSCC実行委員会

16日（金）
〜17日（土） 第66回国立病院総合医学会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

6,000

18日（日）
〜20日（火） Techno-Ocean 2012

神戸国際会議場

600
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環境と新冷媒国際シンポジウム2012

分類

2012年12月
1日（土）
〜2日（日）

第49回全国建設業労働災害防止大会
18日（木）
〜19日（金）
（兵庫大会）

ＣＣＴ2012

会長・主催者または事務局

●

ワールド記念ホール
神戸国際展示場
神戸文化ホール
神戸新聞松方ホール
神戸市産業振興センター

2012年11月
2日（金）
〜4日（日）

（内外国人）

日本協同組合連絡協議会（ＪＪＣ）

16,000

神戸国際会議場

場

300

神戸国際展示場
神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

Spine Week Japan 2012 Kobe
第46回日本側彎症学会
第21回日本脊椎インストゥルメンテーション学会
第20回日本腰痛学会

会

神戸国際会議場

分類

10日（水）
〜13日（土） ＪＤＤＷ2012（第20回日本消化器関連学会週間）

トレジャーフェスタin神戸4

称

26日（月）
〜30日（金） 第10回ICAアジア太平洋地域総会

（内外国人）

5,000

名

神戸国際会議場

会長・主催者または事務局

2,500

第６回日本緩和医療薬学会年会

期

◎その他イベント

第6回ソフトコンピューティングと知能システム
に関する国際会議及び第13回先端的知能
システムに関する国際シンポジウム
20日（火）
〜24日（土）
The 6th International Conference on Soft Computing and
Intelligent Systems, The 13th International Symposium on
Advanced Intelligent Systems（SCIS-ISIS 2012）

参加者数（人）

神戸国際展示場
神戸国際会議場

31日（水）〜11月1日（木）
11月1日（木）〜２日（金）
１１月３日（土・祝）

03

名

会

参加者数（人）

学会長 川畑徹朗
（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

○

○

進路フェスタ2012

日本知能情報ファジィ学会
550
大会委員長（General chair）
（150）
馬野元秀（大阪府立大学大学院 理学系研究科 教授）

会長 審良静男
（大阪大学免疫学フロンティア研究センター 自然免疫学）

●

○
●

高分子学会

◎

（株）
さんぽう
会長 西村善博
（神戸大学大学院医学研究科

呼吸器内科学）

○
○

大学ICT推進協議会

●

●

第5回サイエンスフェアin兵庫
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Conference & Exhibition
2012年10月〜2013年3月 神戸開催の国内、国際会議・展示イベント
第6回日本緩和医療薬学会年会
会
会
会

Spine Week Japan 2012 KOBE
会
会

期／ 2012年10月6日（土）
〜7日（日）
場／ 神戸国際展示場・神戸国際会議場
長／ 平井 みどり（神戸大学医学部附属病院 薬剤部）

期／ 2012年10月31日（水）〜 11月3日（土）
場／ 神戸国際会議場
第46回日本側彎症学会（10月31日〜 11月1日、会長：宇野耕吉・国立病院機構神戸医療センター）
第21回日本脊椎インストゥルメンテーション学会（11月1日〜 2日、会長：徳橋泰明・日本大学医学部整形外科学教授）
第20回日本腰痛学会（11月3日、会長：永田見生・久留米大学学長）

Spine Week Japan 2012 KOBEとして、第46回日本側彎症学会、第21回日本脊椎インストゥルメン
テーション学会、第20回日本腰痛学会を合同開催いたします。日本側彎症学会は、主題を「早期発症側
彎症（EOS）の治療」
「小児頸椎疾患の諸問題とその対策」
「胸椎ペディクルスクリューの功罪」とし、EOS
に関しては国内外の専門医による国際シンポジウムも行います。日本脊椎インストゥメンテーション学会は、
主題を「脊椎インストゥメンテーションの長期成績（10年以上）」
「脊椎インストゥメンテーションと骨粗鬆症」
「mobile stabilization」とし、側彎症学会と成人の脊柱変形に関する合同のシンポジウムも行います。
腰痛学会は、
「腰痛からの解放」をテーマとし、
「職業性腰痛の予防と治療、職場復帰の現況」
「腰痛疾患
に対する装具療法のエビデンス」
「腰痛疾患に対する運動療法のエビデンス」
「神経原性（慢性）疼痛の基
礎医学と治療」
「新しい腰痛治療」
「伝承したい腰痛治療」とし、
「腰部脊柱管狭窄症の疫学」
「保存療法と
骨粗鬆症性椎体骨折」に関するシンポジウムも行います。

現代の医療は「治療」を行い「治癒」を目指すこと、可能な限り「死」を遠ざけることが暗黙の共通認識と
なっています。しかし一方で、我々はいずれは死ぬものであるという内的なプログラムを感じているのも事実
です。闇雲に治癒を追求するための医療は、却って個人を傷つけてしまう場合もあり得ることに、我々は気
づき始めました。本会のテーマ、緩和医療という分野は、現代の医療に新たな地平を拓くものと考えており
ます。
本年会にて、ご参加頂く皆様方の新たなネットワークが構築され、緩和医療の教育・研究・臨床の発展
につながり、患者さんとそのご家族の笑顔につながることを心から願っております。最後になりますが、本年
会の開催に向けてご支援をいただきました各方面の多くの皆様方に、心からお礼申し上げます。
ホームページ http://www2.convention.co.jp/ppcs6/

ホームページ http://www.congre.co.jp/swj2012/

第４９回全国建設業労働災害防止大会（兵庫大会）
会
会
主

期／ ２０１２年１０月１８日（木）〜１９日（金）
場／ ワールド記念ホール・神戸国際展示場・神戸文化ホール・神戸新聞松方ホール・神戸市産業振興センター
催／ 建設業労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会兵庫県支部

建設業の労働災害を減少させるため、大勢の関係者が一堂に会して、安全衛生意識の一
層の高揚と、有益な安全衛生情報の提供、効果的な安全衛生管理ノウハウの共有化を図り、
安全衛生水準を向上させることが重要である。このため、当協会は、毎年１回、全国建設業
労働災害防止大会を開催しており、今年は、兵庫県神戸市で開催する。大会初日は総合集
会として式典と表彰及び講演等をワールド記念ホールで行い、併せて、建設業の労働災害防
止に効果的な安全衛生保護具等の展示会を神戸国際展示場で開催する。また、大会２日目
は神戸文化ホール他において、
４専門部会に分かれて、会員企業等の研究発表、厚生労働省、
国土交通省、兵庫県の行政担当官の講話等を行う。

CCT2012
会 期／ 2012年11月2日（金）〜 11月4日（日）
会 場／ 神戸国際展示場
代表理事／ 朝倉 靖（豊橋ハートセンター）
Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）は、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、一昨年は世界各国より約5,500名の医師や専門家にご参加いただ
きました。
10回目となります今回は、より多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
問合わせ先： CCT2012事務局
〒440-0851 愛知県豊橋市前田南町1-1-5 2E
TEL：
（0532）57-1275 FAX：
（0532）52-2883
Email：secretariat@cct.gr.jp

創立90周年記念 第64回日本生物工学会大会

ホームページ http://www.cct.gr.jp/

会 期／ 2012年10月23日（火）
〜26日（金）
会 場／ 神戸ポートピアホテル・神戸国際会議場
主 催／ 公益社団法人 日本生物工学会
実行委員長／ 大竹 久夫（大阪大学・工学研究科）、学会長

原島 俊（大阪大学・工学研究科）
大竹 久夫

「学から産へ」、
「日本から世界へ」、
「シニアから若手へ」および「頑張ろうニッポン」の4つを基本コンセプトとして、当学会の創立90周年記念大会を開催いた （大会実行委員長）
します。生物工学は、生命・健康、地球環境、エネルギー、食糧等の広範な領域で非常に重要な学問・技術となっています。大会初日の10月23日（火）には、
海外からも多数の来賓、招待講演者をお迎えして、午前に創立90周年記念式典、午後に授賞式と受賞講演を神戸国際会議場のメインホールで、夕刻には、
記念祝賀会を神戸ポートピアホテルにおいて開催致します。10月24日（水）から26日（金）の3日間には、神戸国際会議場の9会場で140のシンポジウムと
720を超える一般講演を行います。また、会期中には終日、創立90周年記念展示、一般展示をレセプションホールを中心に開催いたします。シンポジウムは、
その3分の1を英語による講演の国際シンポジウムとし、一般講演もその一部を英語のセッションとして、国際性豊かな記念大会にしたいと思っています。産官学、
国内外および世代の違いを越えて、皆様の想い出に残る記念大会にすべく、全力を挙げて準備を進めています。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
原島 俊
年会ホームページ http://www.sbj.or.jp/2012/
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学会ホームページ http://www.sbj.or.jp/sbj/

（学会長）

補助金についてのご案内
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
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Conference & Exhibition
（独）理化学研究所
会
会
会

生命システム研究センター 開所記念国際シンポジウム

期／ 2012年11月5日（月）
〜7日（水）
場／ 神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル
長／ 柳田 敏雄（生命システム研究センター センター長）

A-SSCC2012
会
会
主

（独）理化学研究所 生命システム研究センター（QBiC）は、超多自由度を有する複雑系である生体シ
ステムの時空間的動態を、革新的な測定技術・計算手法および再構成技術を駆使して研究することを目的
として、2011年4月に発足しました。
本シンポジウムはその発足を記念し、国内外より当該分野の著名研究者を招待し、生命動態研究の現在
および未来について議論する場を提供することを目的とします。生命の基本単位である細胞レベルの現象に
着目し、実験研究面および理論計算上のアプローチから、その精巧な動作原理の理解に向けて、最前線
の研究者より講演をいただきます。
プログラム内容は、細胞内システムおよび多細胞システムにおけるタンパク質分子機械、情報シグナル伝
達ネットワークおよび遺伝情報発現過程などのダイナミクスを理解するための定量的計測手法、高性能計算
機科学および生体再構成アプローチを含む広範囲のトピックにわたるプレゼンテーションが特色となります。
幅広い専門性を持たれた研究開発者の皆様の積極的なご参加を歓迎いたします。
ホームページ http://www.qbic.riken.jp/symposium2012/jp/

期／ 2012年11月12日（月）〜 14日（水）
場／ 神戸国際会議場
催／ IEEE SSCS及びA-SSCC実行委員会

A-SSCCは米国IEEE（電気電子工学会）が主催する半導体集積回路用電子回路技術に関する主要な国
際会議の一つで、アジア各国（台湾、中国、韓国、日本、シンガポール）持回りで2005年より開催されてお
り2012年は日本で開催されます。アジアはエレクトロニクス産業全体の高い経済成長率に基づく技術革新が
活発で、この地域の研究者･技術者と人的･技術的交流を深めアジアのニーズを掌握するとともに日本の技術
大会会長 矢野陽一
（ルネサスエレクトロニクス㈱執行役約常務）
をアピールする重要な機会となっています。
環境問題を解決する一つの手段としてエネルギー最適利用を根幹としたスマート社会構築の重要性が増大し
ている中で、A-SSCC2012はIntegrated Circuits toward Smarter Societyをテーマとしています。そして人
体を含め環境を見える化するセンサネットワーク技術及び医用エレクトロニクス技術、エネルギー利用を効率化
する低電圧化技術及び信号処理技術等、生活・環境支援により人類の健康・幸福を追求する技術を議論致
します。
7月19日には神戸国際会議場にて各国委員93名を集め論文先行委員会が開催され96件の発表論文が選
定されました。11月12-14日の本会議には海外130名を含め300名に出席頂く予定です。
ホームページ http://www.a-sscc2012.org/

論文先行委員会（7月19日 神戸国際会議場）

第66回国立病院総合医学会

第５９回日本学校保健学会
会 期／ 2012年11月10日（土）
〜11日（日）
会 場／ 神戸国際会議場
メインテーマ／ 全ての子どもの積極的健康、全人的発達を促進する学校保健〜ライフスキル教育の可能性を追究する〜
学会長／ 川畑 徹朗（神戸大学大学院 人間発達環境学研究科）
主 催／ 日本学校保健学会

会 期／ 2012年11月16日（金）〜 17日（土）
会 場／ 神戸国際会議場・神戸国際展示場
会 長／ 楠岡 英雄（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 院長）
副会長／ 陣内 研二（独立行政法人国立病院機構兵 庫 中 央 病 院 院長）

私は、1987年に神戸大学に赴任して以来、喫煙、飲酒、薬物乱用、早期の性行動、いじめなど、思
春期の様々な危険行動の根底にあるライフスキル（心の能力）、とりわけセルフエスティーム（健全な自尊心）
の問題に関心をもち、実践的研究を積み重ねてまいりました。その過程で私は、ライフスキル教育が単に
危険行動の防止にとどまらず、未来を担う子どもたちの精神的、社会的健康の増進、人格的成長、そして
QOL（人生の質）の向上に大きな貢献をする可能性があることに気付くに至りました。
私は、本学会がライフスキル教育の可能性を追究する場になるとともに、子どもたちのライフスキルを育て
るために、学校、家庭、地域、行政が、どのように連携して教育的取組や環境づくりを進めて行けば良いか、
ということについて多角的に議論することができればと願っております。学校保健関係者に加えて、青少年
の健全育成に関心のある様々な領域の方々の参加をお待ちしております。

この度、第66回国立病院総合医学会を神戸にて開催させていただくことになりました。会期は、平成
24年11月16日（金）、17日（土）の両日で、会場は神戸国際会議場および神戸国際展示場です。今大
会ではテーマを「国立医療、未来と希望のきずな」とさせていただきました。災害対応も含め政策医療を提
供する国立医療について、今一度、原点に立ち返って考えてみたいと思います。国立病院機構の誇る き
ずな をさらに強化し、また、地域との連携を深めることで、 希望 にあふれた 未来 を引き寄せたいと思い
ます。皆様の活発なご議論を期待するところです。
本学会は国立病院機構のみならず、国立高度専門医療研究センターや国立ハンセン病療養所の職員
など6,000人以上の参加が見込まれています。この機会に「国立医療の未来と希望」のために皆様の活
発なご議論を期待するところであります。その結果は各施設に還元され、我が国の医療の向上につながる
ものと信じています。多くの皆様のご参加を心からお待ちしております。

ホームページ http://www.jash59.net

ホームページ http://www2.convention.co.jp/nms66/

国際会議場・国際展示場
徒歩約７〜10分

神戸空港
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

新神戸・三宮

無料シャトルバス運行

新神戸〜ホテル… 約25分
三 宮〜ホテル… 約15分
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〒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
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Conference & Exhibition
Techno-Ocean2012
会 期／ 2012年11月18日（日）〜 20日（火）
会 場／ 神戸国際会議場
実行委員長／ 藤久保 昌彦（大阪大学大学院 工学研究科 地球総合工学専攻 教授）
主 催／ テクノオーシャン・ネットワーク
共 催／ 神戸市／㈶神戸国際観光コンベンション協会
共催及びオーガナイズドセッション主催団体（50音順）／
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構
独立行政法人 海上技術安全研究所
一般社団法人 海洋エネルギー資源利用推進機構
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
独立行政法人 水産総合研究センター
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人 理化学研究所 計算科学研究機構
特別協力／ IEEE/OES、MTS日本支部

第24回日本レーザー歯学会総会・学術大会
会 期／ 2012年12月1日（土）
・2日（日）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 古森 孝英（神戸大学大学院 医学研究科外科系講座口腔外科学分野 教授）
〜安心の海、そして豊かの海 へ〜

開 催 日 時

平成 24 年

11月 18日㊐〜20 日㊋

新神戸
三 宮

神戸国際会議場

◎13:00より

◎17:30まで

開 催 会 場

神戸国際会議場
（神戸ポートアイランド内）
神戸市中央区港島中町６丁目９-１

主
共

〈参加費〉

無料

（レセプションは有料）

催／テクノオーシャン・ネットワーク

催／ 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構、独立行政法人 海上技術安全研究所、一般社団法人 海洋エネルギー資源利用推進機構、
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、独立行政法人 水産総合研究センター、
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人 理化学研究所 計算科学研究機構、神戸市、
（財）神戸国際観光コンベンション協会

この度、2012年12月1日（土）
・2日（日）の２日間、神戸国際会議場において第24回日本レーザー歯
学会総会・学術大会を開催させていただくことになりました。
レーザーが医学に応用されるようになってすでに50年が経過し、歯学においても硬・軟両組織に対して、
臨床および基礎の広い分野での研究が積極的に進められ、臨床応用も盛んに行われています。
今回の大会では、メインテーマを「レーザー歯学を再考する」とし、今一度、レーザー歯学の現状と将来
展望をそれぞれの視点から見つめ直してみたいと思っております。加えて、特別講演では太陽光を、レーザー
医学会との共催シンポジウムではLEDを取り上げ、広く光医学の諸問題を検討する予定にしております。
本大会を、これまで以上に充実したものにするために、多くの皆様の参加を期待しておりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。
ホームページ http://web.apollon.nta.co.jp/jsld24/

特別協力／ IEEE/OES、MTS 日本支部
後
援／総合海洋政策本部、外務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省、水産庁、気象庁、海上保安庁、
独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）
、独立行政法人 産業技術総合研究所、独立行政法人 海上災害防止センター、
一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 関西経済連合会、一般社団法人 日本貿易会、日本商工会議所、兵庫県商工会議所連合会、
神戸商工会議所、兵庫県、社団法人 日本港湾協会、一般財団法人 大阪湾ベイエリア開発推進機構、公益社団法人 日本船舶海洋工学会、
特定非営利活動法人 日本海洋工学会、一般財団法人 大阪科学技術センター、公益財団法人 新産業創造研究機構

「Techno-Ocean 2012」は従来からの論文公募・発表というスタイルではなく、
各共催団体によるオーガナイズドセッションとなっております。
53 社・団体による 86 小間の展示会を同時開催します。
オーガナイズドセッション・レセプション参加申し込み及び詳細については
ホームページ techno-ocean2012.com

〔事務局〕Techno - Ocean2012 事務局（財団法人神戸国際観光コンベンション協会内）
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-11-1 TEL.078-303-0029 FAX.078-302-1870

E-mail : techno - ocean@kcva.or.jp

「Techno-Ocean」は我が国唯一の海洋に関する国際的かつ総合的なコンベンションであり、１９８６年に始まって以来、今回で１４回目となります。
その間には、阪神・淡路大震災をはじめとする多くの災害が起こりました。特に、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災は、プレートのずれに
よる地震動とその後に発生した大津波により、東北をはじめ我が国の太平洋沿岸地域に大きな被害をもたらしました。
今回の「Techno-Ocean」では、海洋に関する我が国の主要な研究機関が、〜安心の海、そして豊かの海へ〜をテーマに２日間にわたってオー
ガナイズドセッションを繰り広げます。水産・防災・資源・宇宙・エネルギーなど、幅広い視点からこれからの海洋に関する科学技術を論じていきます。
11月19日（月）午前中の基調講演では、アメリカ・フランス・日本の世界を代表する研究機関からお越しいただき、最先端の研究内容が発表され
ます。また、11月18日（日）午後には主催者であるテクノオーシャン・ネットワークが、次代を担う子供たちを対象に海洋に関するセミナー「新発見！海
のせかい教室」を開催いたします。
同時に開催する展示会では、3フロアーにわたり53社・団体の皆様方の特徴的な技術や製品のほか、研究機関の研究内容などが発表されます。
この機会にぜひ会場にお運びいただき、海洋への理解を深めていただきたいと考えています。
最後に、開催に当たりご支援・ご協力をいただきました関係者の皆様方に、厚くお礼を申し上げます。
ホームページ www.techno-ocean2012.com

第41回日本免疫学会学術集会
会
会
会

期／ 2012年12月5日（水）
〜7日（金）
場／ 神戸国際会議場・神戸国際展示場・神戸ポートピアホテル
長／ 審良 静男（大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 自然免疫学）

近年の免疫学研究では、ヒトへの応用研究の重要性が益々強調され、感染症やアレルギー・自己免疫病などの治療に
対する新しいアプローチが求められています。本学術集会の国際シンポジウムでは、自然免疫、神経―免疫相互作用、リ
ンパ球の動態制御、炎症の持続と寛解、粘膜バリアーの維持と破綻、自己免疫疾患・アレルギーの分子メカニズム、免
疫における応用研究などを企画する一方、新しい試みとして、システム免疫学に関しても議論します。
朝一番に行うレビュートークでは、その後の国際シンポジウムのオーバービューを兼ねて、日本語によるその分野の
紹介を行います。昼には関連分野セミナー、テクニカルセミナー、クリニカルセミナーを多数企画します。午後はワー
クショップ、ポスター発表を行い、そこでの質疑や討論を通じて次の研究へのアイデア創出、共同研究への発展を期待しています。
このように、参加者の多様な興味に応えることで、基礎・臨床の両分野での最先端の研究成果の理解に役立てる学術集会を目指します。
本学術集会が、貴重な情報交換の場となり、今後の研究の発展につながることを強く望んでおります。皆様の積極的なご参加を期待しております。
ホームページ http://www.jsi-men-eki.org/jsi41/

第6回ソフトコンピューティングと知能システムに関する国際会議及び第13回先端的知能システムに関する国際シンポジウム
会 期／ 2012年11月20日（火）
〜24日（土）
会 場／ 神戸国際会議場
主 催／ 日本知能情報ファジィ学会
大会委員長／ 馬野 元秀（大阪府立大学大学院 理学系研究科 教授）
人間は、未知で不確定な環境においても、環境を判断して適応的で柔軟な情報処理により的確な意
思決定や行動形成を行っている。このような適応的で柔軟な情報処理を目指し探求するソフトコンピュー
ティングに関する最先端の理論や技術を議論する国際会議として、
「第6回ソフトコンピューティングと知
能システ ム に 関 する 国 際 会 議 及 び 第13回 先 端 的 知 能システ ム に 関 する 国 際シン ポジウム
（SCIS-ISIS2012）」を隔年で開催している。
韓国知能システム学会（KIIS）と共催しており、毎回、日本、韓国の研究者が多く参加しているが、
本年度は、広く海外にも募集を行った結果、北米、アジア諸国、欧州を含む37カ国500件以上の応募
がなされている。スーパコンピュータ京に関する講演会や見学会などを含むサテライトイベントも併設し、
最先端で知的な情報処理についての活発な研究発表が期待されている。
ホームページ http://scis2012.j-soft.org/
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The 9th International Polymer Conference (IPC 2012) 第9回国際高分子会議
会 期／ 2012年12月11日（火）〜 14日（金）
会 場／ 神戸国際会議場
組織委員長／ 片岡 一則（東京大学大学院 工学系研究科 教授）
高分子学会は、高分子科学・技術の領域で世界最古、最大の学会であり、約12,000名の会員が登録しています。
本会議は、本会が2 〜 3年ごとに主催している国際会議であり、これからの地球環境、エネルギー、医療・ライフサ
イエンス、情報通信、安全対策などの全人類的な課題に対し、世界中の第一線級の専門家が多数集まって、最先
端の研究成果の発表と密度の濃い討論を行うことによって、高分子科学の立場、特に最も重要とされる材料開発の
面から、解決に向けた科学技術上の使命を果たすことを目的としています。
本会は昨年設立60周年を迎えました。今回はその記念として、これまで直らないとされていたどんな病気も治す魔
法の細胞シート（東京女子医科大学・岡野光夫教授）、日本をリードする化学産業の展開戦略（東レ・田中千秋副社長）、レアアース・レアメタ
ルに替わる新しい物質・材料の創製（東京大学・中村栄一教授）、についての3つの基調講演（市民講座）を初日の12月11日（火）午後3時
から行います。基調講演はどなたでも無料で聴講できますので、多数の市民の皆様の参加をお待ちしております。
ホームページ http://www.spsj.or.jp/IPC2012.html
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Conference & Exhibition
大学ICT推進協議会第2回年次大会
会
会
主

第１４３回２０１３ 春 日本グランドシューズコレクション
会
会
主

期／ 2012年12月17日（月）〜 19日（水）
場／ 神戸国際会議場
催／ 一般社団法人 大学ICT推進協議会

開催主旨 大学ICT推進協議会の目的である「我が国の高等教育機関及び学術研
究機関における情報通信技術を利用した教育､研究､経営等の高度化を図り、もって
我が国の教育、学術研究、文化及び産業の発展に寄与する。」を実現する活動の一
環として本年次大会を開催し、会員ならびに国内の高等教育・学術研究機関間で、
各種専門的情報の提供ならびに交換を行います。本年は、昨年の第1回大会に続い
ての第2回大会となります。
参加対象者 高等教育機関及び学術研究機関において、情報通信技術を利用した
教育､研究､経営等に携わる教職員。高等教育機関向けICT活用製品を提供する企
業。大学ICT推進協議会の会員非会員機関に関わらず参加可能です。
内容 全体会（特別講演、招待講演）、企業展示、口頭発表、ポスター発表、企画セッ
ション、企業セミナー等
ホームページ http://www.axies.jp/

第18回日本集団災害医学会総会・学術集会
会
会
会

期／ 2012年10月24日（水）〜 25日（木）
場／ 神戸国際展示場２号館
催／ 日本ケミカルシューズ工業組合

皆様に多大なご支援を頂き、開催してきました「日本グランドシューズコレクショ
ン」
も今回で１４３回目となり、神戸になくてはならないイベントへと成長してきました。
「シューズの街神戸」として親しまれてきた地元企業を中心に、現在では全国各
地の企業も出展する一大事業へとなり、全国各地から多くのバイヤーの方々が商
談に訪れています。
出展企業はこの展示会において「売上拡大の場」、
「新規取引先開拓の場」、
「新商品発表（提案）の場」
と捉えており、これまでに培っ
てきた技術とノウハウが凝縮された商品を発表致します。
また、当会場は神戸空港からも近く、交通アクセスも大
変便利となっています。
当展示会の招待状をご希望のバイヤーの方は、当組
合ホームページ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 担当 橋角
ホームページ http://www.csia.or.jp
TEL 078-641-2525 FAX 078-641-2529

トレジャーフェスタin神戸4

期／ 2013年1月17日（木）〜 19日（土）
場／ 神戸国際会議場
長／ 小澤 修一（神戸赤十字病院 院長、兵庫県災害医療センター 名誉センター長）

日本集団災害医学会は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、その翌年に、災
害医学・災害医療に焦点を当て、医療従事者・消防関係者・防災行政関係者防災研究者等、多領域の研
究者が集結し、災害時における救急医療体制、病院の脆弱性、医療通信網、患者搬送システムなどの課題
を解決することを目的として設立されました。
第18回を迎える本学術集会の神戸での開催は、2009年 以 来、二 度目となります。今 回は「1.17から
3.11 〜何を学びどう備えるか〜」をテーマとし、1.17の教訓を3.11（東日本大震災）で活かすことができた
点と、さらなる課題として浮かび上がった点を、改めて検証し、研究・発表を共有することで、来るべき首都直
下型地震や東海、東南海地震等への備えの一助となる学術集会としたいと考えております。
また今回は、市民公開講座など、市民の皆様にもご参加いただける企画を用意しております。市民の皆様
にとっても、災害医療について考えていただく機会となればと考えておりますので、皆様のご参加をお待ちして
おります。
ホームページ https://apollon.nta.co.jp/jadm18/

会 期／ 2012年10月28日（日）
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）
フィギュア・ドール・トイの祭典「トレジャーフェスタ」が今年も神戸にやってくる！

おかげさまで神戸での開催も4回目を迎え、秋の定番フィギュアイベ
ントとして定着してまいりました。当日は、会場でしか手に入らないガレー
ジキットをはじめ、トイやドール、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のことのできない個人ディーラーの
力作フィギュアも会場でご覧いただけます。また、グリフォンブースでは、
開発中の製品原型や彩色見本の展示に加え、イベント限定商品も販
売予定です。ホビーファンが集い、一体となって楽しむことができる「ト
レジャーフェスタ」へこの機会に是非会場に足をお運びいただき、お時
間の許す限りお楽しみ下さい！

お問い合わせ
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
ホームページ http://www.treasure-festa.com/

入場無料

技能グランプリ＆フェスタ2012 〜 きて、みて、ふれて みんなで楽しいものづくり〜
会
会

期／ 2012年10月 27日（土）10:00 〜 16:30
28日（日）10:00 〜 16:00
場／ 神戸国際展示場３号館

「技能グランプリ＆フェスタ２０１２」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、バーテンダー）
●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）

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

第５回サイエンスフェアin兵庫
会
会
主

期／ 2013年1月20日（日）
場／ 神戸国際展示場2号館
催／ 兵庫「咲いテク」事業推進委員会（事務局 県立神戸高校）

サイエンスフェアin兵庫は、主に県内の高等学
校・高等専門学校や大学・企業・研究機関から、
サイエンスやテクノロジーに関心がある人が世代を
越えて交流するユニークかつ画期的な企画です。
昨年は総勢1400名を超える参加者が集い、発表
や学び、様々な出会いがあり盛況でした。
○イベント内容 高校生・高専門学校生によるポ
スター発表（調査や研究、活動内容の報告など。
昨年は82班が発表）、大学・企業・研究機関
によるブース展示（研究や取組みの紹介など。
昨年は70ブースが出展）など
○出展申し込み 事務局webページをご覧ください。
○見学 入場無料。事前申し込みは不要。当日受付あり
（会場にて）。
中学生、高校生やその保護者、学校関係者はもちろん、兵庫の理数教
育や大学、企業・研究機関に関心のある方のご来場をお待ちしています。
事務局（神戸高校）ホームページ http://www.hyogo-c.ed.jp/˜kobe-hs/

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）

（公財）神戸市スポーツ教育協会・
（株）神戸国際会館共同企画
〒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）
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Event Information

EVENT INFORMATION
昨年に続き、第2回目となる「神戸マラソン」を開催。
「感謝と友情」をテーマに、東日本大震災の被災地へエールを送ります。
12月には、毎年恒例となった冬の風物詩「神戸ルミナリエ」を開催します。

第２回神戸マラソン
大会テーマは、
「感謝と友情」
11月25日開催する
「第2回神戸マラソン」。約２万のランナーが「市街地」
「復
興」
「海岸」
「下町」
「眺望」の５つのエリアで構成されたコースを、沿道の暖
かい応援を受けて駆け抜けます。大会テーマは、昨年に引き続き「感謝と友
情」。阪神・淡路大震災から復興した神戸を見てもらい、国内外に感謝の気
持ちを発信するとともに、東日本大震災の被災地へエールを送ります。
◆ 日
◆開 催 種
◆制 限 時
◆大 会 規
◆コ ー

程
目
間
模
ス

２０１２年１１月２５日（日）
フルマラソン（併催種目：クォーターマラソン）
７時間（クォーターは１時間30分）
約２０，０００人
神戸市役所前〜明石海峡大橋（舞子公園付近）〜
ポートアイランド（市民広場付近）。
クォーターは神戸市役所前〜須磨浦公園。
◆問い合わせ先 神戸マラソン実行委員会事務局（℡：078-325-1430）
神戸マラソンホームページ
（http://www.kobe-marathon.net/）
日本コンベンションサービス

神戸ルミナリエ
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18回目を迎えます。本年は開催趣旨に「東日本大震災などの災害によって被災した地域との『絆』と『交流』
を深める行事」とすることを加え、12月6日から17日まで開催します。
ホームページ http://www.kobe-luminarie.jp/

ⒸKobe Luminarie O.C.
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KOBE
（財）神戸国際観光コンベンション協会
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目 9-1

TEL.078-302-5200 FAX.078-302-6485 URL/http://kobe-cc.jp E-mail/kobe.conf-exb@kcva.or.jp

