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【近浪】　今回の日本医学会総会のメインテーマと、100年を超える歴史ある総会の中で、
初めて関西全域でのご開催をお決めになった理由をお聞かせください。

【井村】　関西全域で開催する理由を少し述べたいと思います。政府も言うようにこれか
らの産業は、ライフ・イノベーションとグリーン・イノベーションが中心ですね。　
　ライフ・イノベーションは、健康産業、医療産業が柱です。幸いなことに関西には、
京都大学、大阪大学、神戸大学を中心に多くの大学があり、非常にレベルが高い
わけです。関西で、これから新しい産業を伸ばしていこうとすると、これらの大学
の特徴を活かす必要があると思います。しかし、ひとつの大学では無理で、関西
全域で協力しあい、これからの健康産業、医療産業を創って、今後のグローバル
社会に広げていってほしいと思いました。
　関西イノベーション国際戦略総合特区も、京都、大阪、神戸で指定されていま
すので「オール関西」でやりたいと考えたわけです。
　メインテーマでは、わが国は超高齢化社会に急速に進んでおり、社会保障制度
に多大な影響を与えています。今後、高齢者を支える問題は大変深刻な大きな問
題となりつつありますね。
　医学と医療は大きな転換点を迎えており、これまでとは異なる新しい方向を打
ち出していく必要があります。少子高齢化社会に対応させる改革をどう進めるか

議論を行いたいと考えています。
　新しい医学、医療のあり方をみんなで考えていく必要から、「医学と医療の革新を目指して－健康社会を共に生きるきず
なの構築－」をテーマとして掲げました。
　また、日本医学会総会では、大学・医療を提供する医師、開業医、医学生、看護師、多くのメディカル・スタッフなど医療
従事者だけでなく、医療を受ける人、また自治体やNPO法人など様々なセクターの方々と共に、「これから日本の医療をどう
するのか」「どうしたら少子高齢化社会を乗り切れるのか」を討論する必要があると考えています。そこから、医療従事者と、
医療を受ける方々を含めてその他の方々との“きずな”を構築していかなければならないと感じて「きずなの構築」をコンセプ

トで入れました。
【近浪】　展示委員長の杉村先生には、神戸市で開催されることになった公開展示の概要

をお聞かせいただけますでしょうか。
【杉村】　まず、神戸市で開催できることを非常に喜びましたが、同時に重大な責任も感

じております。
　我々に課せられた使命は、井村先生がお話されたメインテーマのコンセプトを
いかに公開展示に反映させるかである、と考え、タイトルを「～あなたの暮らしと
医の博覧会～未来医XPO」としました。
　公開展示は、医療関係者だけでなく、主に一般の方々が対象で、高齢者～成人
そして次世代を担う子どもと、幅広い世代の方々に、「いかに健康に暮らし、健康
を守り、病気になった時にどのような医療を望むのか」について、ディスカッショ
ンできる場を提供する事を目的としています。例えば、現在医療も「高齢者のから
だに優しい医療」が課題となっています。今までは「がんは徹底的に治そう」とい
う考え方でしたが、最近では「がんと共存していく」という治療戦略が検討される
ようになってきました。外科的治療だけではなく、QOL(Quality of Life)を生かし
た医療が求められています。

　さらに、「若いときからどのように過ごせば健康な生活を送れるのか、大人になっ
て病気にならないためにはどうしたら良いのか」といった内容も公開展示のテー
マに入れたいと考えています。
　また会場となるこのポートアイランドは、発生・再生科学総合研究センター（理
化学研究所）のアドバンスなところから、医療関連企業、中央市民病院を始めと
するメディカル・クラスターがあり、わが国の将来縮図を示していると思います。
　そこで今回は、このポートアイランド全域で、実体験を通して、「医療はこのよう
に変わる」「医学がこう進化する」といった「実感」ができるような形にしたいと思っ
ています。

【近浪】　では、「神戸医療産業都市」に取り組んでいる神戸市にとって、この日本医学会
総会・公開展示が開催される意義についてお尋ねしたいと思います。

【鵜崎】　15年前に、神戸医療産業都市構想を最初に進められたのは井村先生です。こ
んなに急速に、この“まち”が発展するとは思いもしませんでしたね。
　ミレニアム・プロジェクトをはじめ様々な追い風に乗って、ポートアイランドに企
業が集積し、現在では一定のまとまりをもった日本有数、アジア有数のクラスター
に成長しました。
　今回の公開展示を契機に、ホップ、ステップ、ジャンプのジャンプ！のつもりで、
新しいライフサイエンスに向かう最大のチャンスが到来したと思っています。
　また、神戸市は子ども達の理科離れを防ぐために、神戸市立青少年科学館・神戸海洋博物館をつくり取り組んでまいりま
したが、これからは子ども達の科学離れを防ぐような取り組みが必要と考えます。
　その中で、今回の公開展示が神戸のメディカル・ミュージアムの第一歩になるよう、期待しているところです。
　そのためにも、神戸市は学者の先生方、医師、看護師、企業の方々と一緒に、ノウハウや垣根を越えて協力しあい、市民
や子ども達に解りやすく、良いものが出来れば大変ありがたいと思っています。
　そして、この公開展示は、神戸が21世紀を生き残っていくための最大の柱になると望んでいます。

【杉村】　そうですね。よりたくさんの市民に体験していただきたいと考えましたので、井
村先生のご発案により、学生の春休み中9日間を開催期間にしました。
　25万人の参加人数を目標にして、まずは小中高生が興味を持ってくれ、そこに
ご両親、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に、三世代の人たちがこの会場に集
まり、新しい刺激を互いに与え、次の世代の人を育てることに繋がっていくことを
目標として、たくさんの方にご来場いただければと願っています。

【井村】　医療従事者にとっても、教育は大事なテーマですね。今後どういう医師を育て
ていくか、どういう看護師を育てていくか、そのことも議論できればと思います。
　若い人を育て、広い視野から、これからの医学、医療のあり方を考えることが
非常に重要だと考えています。国民の健康を守るために、これを機会に若い人が
ぜひ育っていくことを期待しています。

【近浪】　展示会に関わる我々運営会社も心して、今後の医学、医療の発展へ繋がるお手
伝いをさせていただきます。また、第29回日本医学会総会2015関西の成功に向
かって、一丸となって邁進してまいりたいと思います。
　本日は、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。
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座談会

井村　裕夫　会頭

杉村　和朗　展示委員長 近浪　弘武　社長

2013年5月　神戸国際会議場において、「第29回日本医学会総会 2015 関西 展示事務局開所式」が行われました！

出席者： 井村　裕夫　先生 （第29回日本医学会総会 2015 関西　会頭）
 杉村　和朗　先生 （第29回日本医学会総会 2015 関西　展示委員長）
 鵜崎　功　　氏 （一般財団法人　神戸国際観光コンベンション協会　会長）
司　会： 近浪　弘武　氏 （日本コンベンションサービス株式会社　代表取締役社長）

鵜崎　功　会長



に戻すというのは無理です。患者さんの病状にもよりますが、可能
性としては、暗く歪んで見えている中心部が少し明るくなり、歪みが
減るという程度です。視力でいえば、メガネで矯正しても０.１以下
の人が、０.１～０.15程度になるというものです。１回の治療で病
状の悪化を長期的に食い止めることができれば良いと思います。
－患者さんのストレスがかなり軽減されますね。臨床研究はどこ
で始めるのですか。
隣の先端医療センター病院で始めます。まず数人の被験者を対
象に安全性の確認から始めますから、すぐに臨床応用を行うのは
なかなか難しいと思います。将来は、日本全国だけでなく海外か
らも患者さんに来てもらえる専門眼科を置きたいという希望はもっ
ています。
－京大医学部出身の高橋先生が、これから医学部を目指す子ども
たちに思うことは。
勉強だけでなく、人とのつながりを大切にしてほしいですね。外
来では多くの患者さんそれぞれの性格や背景などを判断し、気持
ちをキャッチできる能力が必要です。医療現場の患者さんとの行
き違いの原因も、これらの能力の不足によることが多いのではな
いでしょうか。
－神戸の理研はどんなところですか。
私は今、京都に住み新幹線で神戸まで通っていますが、ここに
来ることが楽しくて全然苦になりません。それは、神戸の理研が素
晴らしいからだと思います。環境の良さ、サポートしてくれるスタッ
フの能力の高さ、自由度の高さ等々、最高の研究環境です。
－発生・再生科学総合研究センターは今、網膜再生がクローズアッ
プされていますが、他にはどういう研究をしているのですか。
発生・再生生物学の基礎研究です。網膜再生のようにすぐに臨
床に結び付くものではないので皆さんにはあまり知られていません
が、数々の研究成果を世界に向けて発信しています。線虫やマウス、
ショウジョウバエなどを細胞や遺伝子レベルで研究することで、ヒ
トにも共通した発生メカニズムが見えてきます。こういった、発見
や驚きに溢れた基礎研究があるから、創薬や医療への応用が可能
になるのです。科学はとってもおもしろいんですよ。
－ぜひ、そのおもしろさを理研の知恵と力で若い人たちや子ども
たちにも伝えてください。
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－臨床研究認可に向けては順調ですか。
いくつもの準備委員会の審査を通って、今年2月28日に厚生労働
省に臨床研究の申請を出しました。5月31日現在審議中のヒト幹細
胞審査会で通れば、次の段階は科学技術部会です。マスコミを通
して色々な情報が流れ、皆さん期待をお持ちだと思います。でも、
何となく安全ではなく、できる限り100％の安全性に近づけなくて
はいけません。審査員である研究者たちそれぞれがどこまでの検
証が必要かという意見をもっていますから時間がかかるのは仕方
ないことです。
－山中伸弥先生のノーベル賞受賞で脚光を浴び、ますます報道
が過熱気味ですね。
今年は3つの法律が変わるほどノーベル賞効果は大きく、これは、
誰もが応援したくなる山中先生の人柄のお陰でもあると思います。
京大ｉＰＳセンターのメンバーとは定期的なミーティングの場を
もっていますが、山中先生ご自身はお忙しい方なのでお会いする
のは数カ月に１回程度でしょうか、メールでは頻繁にやり取りして
います。
－ｉＰＳ細胞を使う治療が期待されている加齢黄斑変性ですが、
どんな病気ですか。
日本でも増えてきて、60 ～ 70万人の患者さんがいると言われて
います。視力にとても大切な網膜の中心部が障害で見えなくなり、
歩けるけれど字が読めない、顔やテレビが見えないというような、
かなりつらい状況になります。
－計画されている網膜再生治療というのは。
患者さんの皮膚から少量の細胞を採取してｉＰＳ細胞を作り、

そこから網膜の裏側にある色素上皮細胞を作製します。更に、移
植に適したシート状の色素上皮を作製し、障害のある色素上皮と入
れ替えます。ただ、誤解が多いところですが、この治療で視力を元

「iPS細胞」実用化に向けて取材

発生の原理解明と再生医療への貢献をテーマに研究が
行われる、発生･再生科学総合研究センター（CDB）
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独立行政法人　理化学研究所
発生・再生科学総合研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト

プロジェクトリーダー　高橋 政代さん

多様な生物の研究を通して、ヒトに
も共通する発生の基本メカニズムの
解明を目指す

再生医療への応用で話題の「iPS細胞」。ポーアイの理化学研究所と先端医療センターで行われる臨床研
究が動き始めています。
今年7月、厚生労働省による一連の審査を通過し、8月より被験者の募集が始まりました。今年5月、臨床
研究開始に先立って、プロジェクトリーダーの高橋先生にお話をうかがいました。

主　　　催／ 日本医学会
会　　　頭／ 井村　裕夫（ 京都大学名誉教授、元京都大学総長、
  公益財団法人 先端医療振興財団　理事長）
展示委員長／ 杉村　和朗（ 神戸大学医学部附属病院　病院長）

学術講演 2015年4月11日（土）～4月13日（月）

国立京都国際会館　他
1

学術展示 2015年4月10日（金）～4月13日（月）

京都市勧業館「みやこめっせ」　他
2

公開展示 2015年3月28日（土）～4月5日（日）

神戸国際展示場
3

医学史展 2015年2月11日（水・祝）～4月12日（日）

京都大学総合博物館
4

国立京都国際会館 京都市勧業館「みやこめっせ」 神戸国際展示場

第29回日本医学会総会2015関西ホームページ／http://isoukai2015.jp/



〒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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13日（日）～14日（月・祝）

16日（水）

17日（木）～19日（土）

19日（土）～20日（日）

20日（日）

23日（水）～24日（木）

25日（金）～28日（月）

31日（木）～11月3日（日）

9日（土）～10日（日）

10日（日）～12日（火）

15日（金）～16日（土）

18日（月）～22日（金）

18日（月）～20日（水）

22日（金）～23日（土・祝）

25日（月）～26日（火）

第30回日本障害者歯科学会総会および学術大会

第27回日本臨床内科医学会

東洋療法学校協会第35回学術大会

トレジャーフェスタin神戸5

2014 春 日本グランドシューズコレクション

第60回日本臨床検査医学会学術集会

第17回国際個別化医療学会学術集会

技能グランプリ＆フェスタ2013

第61回日本ウイルス学会学術集会

第58回日本生殖医学会学術講演会・総会

Asian Seed Congress 2013 神戸

第40回日本臨床バイオメカニクス学会

第26回日本外科感染症学会学術集会
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会長　本庄 　昭（兵庫県内科医会　副会長）

公益社団法人東洋療法学校協会

CCT（Complex Cardiovascular Therapeutics）

大会長　由良　博

日本ケミカルシューズ工業組合

会長　ケビン　クレアリー

会頭　後藤　章暢（兵庫医科大学先端医学研究所）

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

会長　近藤　宏（一般社団法人日本種苗協会）

会長　兵頭　志明（兵庫県立大学）

吉矢　晋一（兵庫医科大学整形外科）

竹末　芳生（兵庫医科大学　感染制御学）

2013年10月
11日（金）～13日（日）

2013年11月
4日（月・祝）

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

神戸国際展示場

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

神戸国際会議場

会　期 名　称 会　場 参加者数（人）
（内外国人） 分類

2013.10—2014.3 KOBE CONVENTION & EVENT CALENDAR
会長・主催者または事務局

2013年12月
3日（火）～6日（金）

2014年1月
19日（日）

2014年2月
2日（日）

2014年3月
5日（水）～7日（金）

○国内　●国際　◎その他イベント

7日（土）～8日（日）

8日（日）

13日（金）

15日（日）～17日（火）

18日（水）～20日（金）

22日（水）～23日（木）

22日（水）～23日（木）

8日（土）

9日（日）

15日（土）～16日（日）

20日（木）～21日（金）

22日（土）

8日（土）

11日（火）～12日（水）

第36回日本分子生物学会年会

第6回日本運動器疼痛学会

第18回アニメーション神戸授賞式

進路発見広場　進路フェスタ2013　神戸会場

第14回日本習字全国席書大会

第7回災害対策セミナーin神戸

2014 夏 日本グランドシューズコレクション

第6回サイエンスフェアin兵庫

2014 ユニセフカップ 神戸バレンタイン・ラブラン

第43回日本心脈管作動物質学会

第47回日本痛風・核酸代謝学会総会

第3回光皮膚科学研究会

ITLS ASIA CONFERENCE 2014

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

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

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

10,000

400

700

1,500

200

1,200

1,000

1,500

3,500

1,500

350

10,000

200

250

600

200

240

○

○

◎

◎

●

○

◎

○

◎

◎

○

◎

○

○

◎

●

○

●

年会長　近藤 滋（大阪大学大学院生命機能研究科）

株式会社さんぽう

公益財団法人日本習字教育財団

日本ケミカルシューズ工業組合

兵庫「咲いテク」事業推進委員会

サンケイスポーツ

JAバンク兵庫／兵庫信連

公益財団法人難病医学研究財団

International Trauma Life Support（ITLS）

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

Event Calendar

会長　矢冨 裕
（東京大学 大学院医学系研究科臨床病態検査医学・
医学部附属病院検査部）

会長　森崎 市治郎
（大阪大学 歯学部附属病院 障害者歯科治療部）

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）

会長　堀田　博
（神戸大学大学院医学研究科微生物学分野）

会長　藤澤　正人
（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野）

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

神戸国際展示場
神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

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　森脇　優司
（兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科）

会長　錦織　千佳子
（神戸大学大学院 医学研究科 皮膚科学分野）

会長　平田　健一（神戸大学大学院医学研究科
内科学講座循環器内科学分野）

200
（100）

会長　野口　光一
（兵庫医科大学 解剖学講座神経科学部門）

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

公益社団法人計測自動制御学会システムインテグレーション部門
IEEE Robotics and Automation Society, IEEE Industrial Electronics Society

公益社団法人計測自動制御学会
システムインテグレーション部門

神戸市、一般財団法人神戸国際観光コンベンション協会、
公益財団法人神戸都市問題研究所

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

ICMS2013
（第3回分子シミュレーション国際会議）

CCT（Complex Cardiovascular 
Therapeutics） 2013

公益社団法人日本口腔インプラント学会
第33回近畿北陸支部学術大会

JALT2013（第39回全国語学教育学会
年次国際大会／教材展示会）

色素生乾皮症とその関連疾患：DNA損傷
応答異常疾患－ベンチからベッドサイドまで

2013IEEE/SICE　
International Symposium on System 
Integration（SII2013）

第14回 計測自動制御学会 
システムインテグレーション部門講演会（SI2013）

平成25年度JAバンク兵庫小学生の
環境チャレンジ発表大会

第8回神戸甲状腺診断セミナー
テーマ「甲状腺結節取扱い診療ガイドライン2013」

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

1,800
（100）

250
（30）
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第30回日本障害者歯科学会総会および学術大会

少子・超高齢社会に突入し、社会構造もあらゆる面でユニバーサルデザインが求められる中、障害者歯科も
スペシャルニーズデンティストリーと表現されるようになり、対象となる障害や病気と年齢層、歯科保健指導と治
療の内容と方法、関わる職種の幅などが多様化しています。
関西では大阪府、兵庫県、京都府で早くから障害者歯科にとり組まれてきており、そのような中で、第30回大
会という節目にもあたる今年2013年10月、開催地としては初である神戸にて「スペシャルニーズと歯科保健 －
原点に そして未来へ－」をテーマとし、本学会を開催いたします。
このテーマのもとで、障害者歯科における変化と近未来への展望に焦点をあて、参加者様と意義ある交流の
場として参りますので、是非ご参加下さい。

会　期／ 2013年10月11日（金）～13日（日）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 一般社団法人日本障害者歯科学会

ホームページ　http://jsdh30.umin.jp/index.html

CCT（Complex Cardiovascular Therapeutics）2013

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。2004年には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、末梢血管治療などのコースも併設され、
昨年は世界各国より約4,500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、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、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。
皆さまのご参加を是非お待ちしております。

会　期／ 2013年10月17日（木）～19日（土）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）

ホームページ　http://www.cct.gr.jp/

JALT2013（第39回全国語学教育学会年次国際大会／教材展示会）

特定非営利活動法人 全国語学教育学会 （JALT）は、言語学習・教育及び調査研究の発展を促進するため、言語教育
分野における世界有数の大会の一つである『JALT年次国際大会』を毎年開催しております。今年は、“Learning is a 
Lifelong Voyage”を大会テーマとして掲げており、風光明媚で歴史ある国際港湾都市である神戸は、国内のみならず世界各
国から結集する2,000人もの教育関係者を迎えるのに格好の開催地となるでしょう。国際的に名高い、第一線で活躍する研究
者や実践者である今大会の基調講演者や特別講演者をはじめ、数百人もの言語教育における専門家たちが、児童から成人ま
でのあらゆるレベルの言語指導者に向けた学術発表をします。その他、交流イベントや情報交換の場、教材出版社や語学教
育機器販売会社によるデモンストレーションなど、参加者にとって有意義な機会もあり、開催期間中は、日本の語学教育関係
者にとって専門能力を開発させる貴重なイベントとなることでしょう。神戸で皆様をお迎えすることを心よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2013年10月25日（金）～28日（月）
会　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
会　長／ ケビン クレアリー

ホームページ　http://jalt.org/conference

第27回日本臨床内科医学会

昭和60年４月に設立された日本臨床内科医会は、多くの業績を積み重ね伝統ある
大きな（会員数約15,000名）専門医会であります。その長い歴史において、兵庫県
で開催されるのは初めての事であります。
本学会のメインテーマを『今、内科医に求められるもの』とし、サブテーマとして神戸

に関わる①先端医療、②災害医療、③新興感染症を取り上げており、基調講演は井村
裕夫先生（先端医療振興財団理事長、テーマは少子高齢社会と医学の課題）にお願
いし、市民フォーラムは『看取り』をテーマに落合恵子氏をお招きし、パネルディスカッショ
ンをいたします。

会　期／ 2013年10月13日（日）～14日（月・祝）
会　場／ 神戸国際会議場・神戸芸術センター
主　催／ 兵庫県内科医会

ホームページ　http://www.conet-cap.jp/jpa2013/

第60回日本臨床検査医学会学術集会

日本臨床検査学会は長い歴史と伝統を有し、我が国の臨床検査の発展に大きく貢献してきました。本学会
の学術集会を担当させていただくという貴重な機会をお与えいただきましたことを誠に光栄に思いますとともに、
多くの方々のご指導をいただき、よりよい学術集会となりますよう精一杯努力したいと考えております。
本学会の発展、さらには、臨床検査の発展には、臨床検査に携わるメディカルスタッフ、研究者、製造業、
衛生検査所の方々が、お互いに協調して、臨床検査を通じて医学・医療の発展に貢献するという目標に向かっ
て努力することが必須です。この原点に戻る思いを込めて、本学術集会のメインテーマを「一致団結！ 臨床検査」
とさせていただきました。多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

会　期／ 2013年10月31日（木）～11月3日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 矢冨 裕（東京大学 大学院医学系研究科臨床病態検査医学・医学部附属病院検査部）

ホームページ　http://jslm60.umin.jp/

2013年10月～2014年3月　神戸開催の国内、国際会議・展示イベント

想い出に残る会議の舞台　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

・神戸空港から8分、日本一空港に近いコンベンションセンター
・東京から新幹線で約2時間47分　飛行機で約1時間

●バラエティに富んだ会場
国際会議場
　　692名から10名まで
　　ご利用可能な21の会議室
国際展示場
　　総展示面積13,600㎡
　　2号館1階コンベンションホールは
　　シアター使用で4,000名収容可能

●経験豊かなスタッフが運営をサポート

●リーズナブルな価格も魅力

access
メインホール ■ ご予約はこちらまで

　 TEL ： ０７８－３０２－５２００（代） （一財）神戸国際観光コンベンション協会　
    E-mail ： kobe.conf-exb@kcva.or.jp 〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1
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第17回国際個別化医療学会学術集会

国際個別化医療学会では、バイオテクノロジーに基づいた患者の個別診断のみならず、治療に影響を及ぼす環境
要因を考慮に入れた上で、個々人に適した治療の方法論を提供します。また、「パーソナライズド・メディシン」の確立
と発展のために、研究の促進、成果や技術の共有及び普及を推進することを目的として活動しています。
第17回を迎える今学術集会では、メインテーマを、「パーソナライズド・メディシンの実践－ここまで進んだ個別化医
療のイノベーション」とし、メディカルイノベーションの具現化を目指す国際都市神戸の地にて、熱く活発な議論の展開
が期待されています。さまざまな疾病への個別化医療の革新的な取り組みに焦点をあて、臨床応用のための研究や
実践的アプローチの発表、さらには会場である神戸国際会議場周辺エリアに形成されている『神戸医療産業都市構
想』の発展に向けての情報発信など、多彩で魅力的なプログラムが企画されています。領域横断的に個別化医療の
実践を捉え、知識・技術習得に役立つ絶好の機会をご提供いたします。
秋の神戸で、多くの皆様方のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2013年11月4日（月・祝）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／一般社団法人国際個別化医療学会
会　頭／ 後藤　章暢（兵庫医科大学 先端医学研究所）

ホームページ　http://www.is-pm.org/ispm17/

第61回日本ウイルス学会学術集会

このたび21年ぶりに神戸で、第61回日本ウイルス学会学術集会を開催します。本学術集会のテーマは「ウイルス・
いのち・未来」としています。これは、ウイルスそのものが一つのいのち（生命体）であり、ウイルスの研究を通して生命
科学の発展と未来への展望が期待されるからです。また、ウイルス感染症は時として我々の生命や健康を脅かしますが、
その治療や予防を通して感染症の克服という明るい未来が期待されます。さらに、ウイルスを遺伝子治療のベクターとし
て用いることにより、様々な病気に苦しむ人々の生命を救い、明るい未来を提供する可能性をも秘めているからです。
本学術集会では、特別講演の演者として米国ワシントン大学のMichael Gale教授、ロンドン大学ユニバーシティー

カレッジのRobin Weiss教授、東京大学の谷口維紹教授及び畠山昌則教授をお招きし、ウイルス学研究、免疫学研究、
感染発がん研究の最先端のご講演をしていただきます。また、神経ウイルス、肝炎ウイルス、発癌ウイルス、新興再興
ウイルスやウイルスの細胞侵入機構に関するトピックスを紹介するシンポジウムを開催するとともに、iPS細胞の応用や
プロバイオティクスなど、学際的な領域を紹介する教育セミナー（ランチョンセミナー）も予定しています。
皆様の積極的なご参加を心よりお待ちしています。

会　期／ 2013年11月10日（日）～12日（火）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 堀田　博（神戸大学大学院医学研究科）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/virus61/index.html

生殖医療の発展は今や成熟期に入り、これまでのように単に治療成績を追い求める時代から、個々の患者の状
況に最も適した、質の高い安全で安心感のある生殖医療が求められる時代へと変遷しました。今後の生殖医療に
はこれまで以上に広い視野と見識に立った、きめ細やかな診療が必要になってきます。
本学術講演会のメインテーマは「生殖医療の未来を見据えて」とし、この分野における
最新の基礎的ならびに臨床的話題のほかに、本邦ではおざなりにされてきた印象のある
数々の問題、具体的には着床前、出生前診断の適応やその扱いに関する問題、さらに
非配偶者間配偶子を用いたARTにまつわる問題などについて、また今後生殖医療の分野
においても大きなbreak throughになり得る再生医療につきましても、それぞれ専門家の先
生方をお招きしてご講演いただく予定です。多くの先生方に、豊かな自然と異国情緒にあ
ふれた街並みが見事に調和する秋の神戸にお越しいただき、本学会を盛り上げていただけ
れば幸いにございます。皆さまのご参加を心よりお待ちいたしております。

会　期／ 2013年11月15日（金）～16日（土）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
会　長／ 藤澤　正人（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野）

ホームページ　http://www.k-svr.net/jsrm58/

Asian Seed Congressは、アジア太平洋地域の民間種苗会社や各国の種子協会に加えて、行政・研究機関などが一
堂に会し、農業の原点である種子のビジネスに関して様々な会議や商談を行う大会です。Asian Seed Congressは、毎年
11月にアジアの各都市で開催されており、日本での開催は2001年の千葉幕張大会以来となります。主催するアジア太平
洋種子協会（The Asia and Pacific Seed Association）はタイ・バンコクに本部事務局があり、2012年現在の会員数は
約549団体にのぼります。
Asian Seed Congressでは、野菜や草花に加えて牧草・芝草や穀物といった作物別部会のほか、種子品質・知的財産
権・植物防疫といった機能別の各委員会が開催されます。世界的な気候変動や多発する異常気象のなか、安定的な農業
生産と円滑な種子ビジネスに向けた各国間の協議の場として有意義な機会となっています。
今年度の神戸大会にも国内外から1,000名以上の参加者が見込まれており、今後ますます国際化が迫られる日本農業の
振興という観点からも、活発な大会となることを期待しております。

会　期／ ２０１３年１１月１８日（月）～２２日（金）
会　場／ 神戸国際展示場・神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル
会長・国内組織委員長／ 近藤　宏（一般社団法人日本種苗協会 会長）
　　　　　　　　　　　瀧井傳一（ASC2013神戸 国内組織委員長）

ホームページ　http://apsaseed.org/apsa_2013/

第58回日本生殖医学会学術講演会・総会

Asian Seed Congress 2013 神戸

〒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）

（公財）神戸市スポーツ教育協会・（株）神戸国際会館共同企画

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）
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ICMS2013（第3回分子シミュレーション国際会議）

会　期／ 2013年１１月１８日（月）～２０日（水）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 分子シミュレーション研究会

ホームページ　http://web.apollon.nta.co.jp/icms2013/

第40回日本臨床バイオメカニクス学会

本学会は、医学臨床領域における研究発表と情報交換を目的とする学会で、医学と工学の両分野から成り
ます。1974年に設立され、設立時は整形外科バイオメカニクス研究会、そして1994年から日本臨床バイオメカ
ニクス学会となりました。学会員は約1,200名で、医師約500名、工学研究者約200名、その他理学療法士、
学生などから構成されています。 
今回はその第40回の学術集会であり、11月22・23日の2日間にわたって開催されます。“臨床とバイオメカ

ニクスの架け橋”というテーマにそって、教育講演、シンポジウム、パネルディスカッションが企画されています。
その他、人工材料、関節外科、脊椎・脊髄外科、骨折、リハビリテーション、力学解析など多方面にわたる一
般演題も、約200題発表されます。

会　期／ 2013年11月22日（金）～23日（土・祝）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 吉矢　晋一（兵庫医科大学　整形外科）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/40jscb/

第26回日本外科感染症学会学術集会

平成25年11月25日（月）、26日（火）に第26回日本外科感染症学会を神戸国際会議場で開催いたします。今回のテー
マとして「周術期感染対策の標準化」を揚げました。標準化はガイドラインを意識しており、それに関するセッションを数多く
企画しました。術後感染対策は多職種の関与が必要であり、感染制御チーム（ICT）活動を行って
いる看護師、薬剤師、栄養士などに広く参加を呼びかけています。日本静脈経腸栄養学会とのジョ
イントシンポジウムや日本環境感染症学会とのジョイントパネルディスカッションなども企画しています。
海外学会とのcollaborationも重要であり、アジアシンポ、アジアセッションに加え、欧州外科感染
症学会会長やセプシス救命キャンペーンガイドライン作成委員に参加をいただきます。実りある学術
集会にしたいと考えておりますので、多くの先生方にご参加いただくことを切にお願い申し上げます。

会　期／ 2013年11月25日（月）～26日（火）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 竹末　芳生（兵庫医科大学　感染制御学）

ホームページ　http://www.med-gakkai.org/26jssi/

溶液・気液界面・固液界面・ミセル・脂質膜・タンパク質・クラスレートなどのような、分子シミュレーションで
取扱可能な全ての系を対象とする研究発表、さらに、量子計算との連成（QM／ MMなど）から粗視化モデル、
超並列計算手法など、様々な方法論的進展の情報交換を行う場として、企画いたしました。
日本・欧米・アジアの分子シミュレーションと関連分野の研究者が、一堂に会し、特別講演・招待講演およ
びポスター発表を行います。また、エクカージョンとして、スパコン「京」の見学会を企画しています。
学会の詳細・最新情報は、下記のホームページをご覧ください。

３５年前に産声をあげた分子生物学会は、今や生命科学分野最大規模に成長し、冬に行われる年会
は、基礎生命科学者にとって参加必須と言っても過言ではありません。
今年も、これまでの年会同様に、先進的なテーマを扱った数々のシンポジウム・ワークショップで、最先
端の研究成果の情報を解りやすく紹介いたします。また、研究者数の増加と方向性の多様化から、最
大の学会である分子生物学会には、新たな役割が求められてきています。
今年の年会では、研究者社会に浮かんできた諸問題から逃げることなく、その解決法を探る試みに力

を注ぐとともに、サイエンス本来の楽しさをフィーチャーする数々の企画で、いつも以上に、参加することの
意義と楽しさを実感できる年会にしたいと思っています。是非ご期待ください。

会　期／ 2013年12月3日（火）～6日（金）
会　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
年会長／ 近藤　滋（大阪大学大学院　生命機能研究科）

ホームページ　http://www.aeplan.co.jp/mbsj2013/

日本運動器疼痛学会は、運動器の疼痛に関する基礎的・臨床的研究を幅広く推進することにより、
種々の痛みに苦しむ患者さんの診療に貢献することを目的としております。大きな特徴は、整形外科・リ
ハビリ医を中心として痛みに関わる多職種のメンバーの参加であり、「運動器の痛み」という共通の課題に
対する学際的アプローチの発表・討議を真摯に行う場であることです。近年、
疼痛治療に関する社会的な認識が高まっており、新規薬剤の導入と共に
種々の治療法の展開が見られ、痛みの治療の世界はまさに大きな変革・発
展の時代に入っております。
今回、学会のテーマを「疼痛科学と臨床応用の未来」とし、その趣旨に
沿った非常に興味深い講演・シンポジウム等が計画され、一般演題の応募
も多数ありました。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2013年12月7日（土）～８日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 野口　光一（兵庫医科大学　解剖学講座神経科学部門）

ホームページ　http://jamp6.umin.jp/

第36回日本分子生物学会年会

第6回日本運動器疼痛学会

神戸市（ポートピア81記念基金）

（一財）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

（公財）中内力コンベンション振興財団

（公財）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

補助金についてのご案内
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2013 IEEE/SICE International Symposium on System Integration （SII2013） 第14回 計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会（SI2013）

人間・社会・人工物からなるシステムは複雑化の一途をたどり、旧来
の方法論では解決できない様々な問題を抱えています。これらの問題の
解決を目指し、本会議では、直後の部門講演会と同様に、様々な分野
における俯瞰的システムインテグレーションをテーマとして議論を行いま
す。今日、複雑化したシステムは、環境・
エネルギーなど国境を越えた、また健康・
福祉など多くの国に共通する問題をもたら
しています。これらの問題に協力して取り
組むべく、議論を通じて、国際的な研究
交流を推進していきます。

会　期／ 2013年12月15日（日）～17日（火）
会　場／ 神戸国際会議場
共　催／ 計測自動制御学会システムインテグレーション部門、
 IEEE Robotics and Automation Society, IEEE Industrial Electronics Society

会　期／ 2013年12月18日（水）～20日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
主催・共催／計測自動制御学会システムインテグレーション部門

ホームページ　http://www.si-sice.org/SII2013/ ホームページ　http://www.si-sice.org/si2013/

第7回災害対策セミナー in神戸

阪神・淡路大震災及び東日本大震災の経験や教訓、復興の過程を最新の知見・情報とと
もに次世代や国内外の人々に継承・発信していくため、防災関係者や一般市民が減災につ
いて共に学び、地域の減災力の向上と減災の推進に資するシンポジウム等を開催いたします。
7回目となる今回は、22日（水）午前に、地域防災シンポジウムとして、人と防災未来センター・
河田惠昭センター長による基調講演（テーマ：減災の知恵の共有～「国難」に備えることの意
義～）、同日午後には、群馬大学・片田敏孝教授による特別講演を開催いたします。また、
東日本大震災の被災地域や南海トラフ大震災で大きな被害が想定される地域から市民パネリ
ストを招き、市民参加型パネルディスカッションも開催いたします。
22日（水）午後、23日（木）には、防災関係団体が主催するセミナーを開催し、今後起こり

うる災害への対応策など、市民の皆様が防災について幅広く考えることができるような機会を
提供します。皆様のご参加をお待ちしています。

会　期／ 2014年1月22日（水）～23日（木）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 神戸市、（一財）神戸国際観光コンベンション協会、（公財）神戸都市問題研究所

ホームページ　kobe-cc.jp/saigai/

我国では食生活の欧米化や運動不足などにより、心血管病が増加しており、国民の心血管病に対する関心も
高まっております。心脈管作動物質に関する研究は、基礎と臨床、生理機能と疾患病態、診断と治療などの非常
に幅広い分野にまたがり、医学において重要な役割を担っておりますが、このような多岐にわたる分野の研究者が
一同に会し情報交換をすることは大変意義深いものであると考えます。
本学会は心脈管作動物質に関する最新知見の発表と研究の発展を目的として1972
年に設立された歴史と伝統のある学会であります。第43回学術集会では「心脈管作動
物質研究の将来展望」をテーマとし、特別講演、３つのシンポジウム、イブニングセミナー、
モーニングセミナー、ランチョンセミナー、YIAセッションなどを準備しました。多くの基礎お
よび臨床の研究者に神戸の地にお集まりいただき、心脈管作動物質に関する最新の研
究成果について情報を交換し、会員同士の親睦を深めていただきたいと祈念しておりま
す。ぜひとも多数の皆さまにご参加頂けますように心よりお待ちしております。

会　期／ 2014年2月15日（土）～16日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 平田　健一（神戸大学大学院医学研究科内科学講座循環器内科学分野）

ホームページ　http://www.pac.ne.jp/jscr43/

第47回日本痛風・核酸代謝学会総会を2014年2月20日（木）、21日（金）の2日間にわたり神戸国
際会議場において開催できますことを、関係者一同大変光栄に思います。
本学術総会は 「尿酸、プリン体・ピリミジン体等の核酸関連物質を科学的に研究し、内外各学会と

の学術交流をはかることにより、我が国の医学および関連分野の発展に寄与し、基礎研究とあわせて
痛風・高尿酸血症に関する臨床の知識の発展普及を促し、国民の健康の維持に貢献する」の理念の
もと、基礎医学研究者、臨床医が一堂に会して、年1回開催されます。今回も痛風・核酸代謝の分野
に関する最新の話題を全般的に実感できるように意欲的なプログラムを企画させていただきました。一
般講演に加えて特別・教育講演、ランチョンセミナー、モーニングセミナーなどを用意しておりますので、
多くの方々にぜひ参加していただき有意義な意見交換の場にしていただければと願っております。
また学会終了後やその合間には、エキゾチックな異人館、ハーブ園、その他、旧居留地、中華街、ウオー
ターフロントなど、神戸らしさをぜひ満喫していただけると思います。

会　期／ 2014年2月20日（木）～21日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 森脇　優司（兵庫医科大学　内科学　糖尿病・内分泌・代謝科）

ホームページ　http://www.47tsufu.com/

第43回日本心脈管作動物質学会

第47回日本痛風・核酸代謝学会総会

高機能化・複雑化するシステムの諸問題を解決し、システムの設計
論を開拓・構築するため、人間・社会・人工物が関わる様々な分野に
おける俯瞰的システムインテグレーションをテーマとしています。カバーす
る領域は、ロボット、環境、防災・減災、エ
ネルギー、バイオ、情報・メディア、メカトロニ
クス、人間機械系、セキュリティ、医療・福祉、
システム論など多岐にわたっています。皆さん
に身近なシステムも多く、将来の社会を支え
る新しいシステムを生み出すために、活発な
議論を行っていきます。

人と未来防災センター
河田　惠昭　センター長

群馬大学　理工学研究院
片田　敏孝　教授



15 KOBE CONVENTION 16KOBE CONVENTION

Conference & Exhibition

色素性乾皮症とその関連疾患:DNA損傷応答異常疾患ーベンチからベッドサイドまで 第3回光皮膚科学研究会

会　期／ 2014年3月5日（水）～7日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 公益財団法人　難病医学研究財団
実行委員長／ 錦織　千佳子（神戸大学大学院医学研究科）

会　期／ 2014年3月8日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 錦織　千佳子（神戸大学大学院医学研究科 皮膚科学分野）

ITLS ASIA CONFERENCE 2014

International Trauma Life Support（ITLS）は、パラメディック（救急救命士）や救急医療関係者向けに
1982 年8 月に初の病院搬入前の外傷処置教育訓練コースとしてACEP:アメリカ救急医学会アラバマ支部の
地方プロジェクトとして始まり、2002 年には日本支部が設立されました。
このITLS アジアカンファレンス（学術集会）は、メインテーマを「現場から治療につなぐ懸け橋に～日本から、
アジアから、世界へ～」と掲げ、多職種連携の重要性が大きな柱となっており、世界各国の病院前救護で大き
な役割を果たす消防職員やドクターカー、ドクターヘリの搭乗員、また救急災害医療に携わる者が多数参加し、
救急医療全体を議論することにより、今後のプレホスピタルケアと急性期治療の連携が一層強化されることが
期待されております。

会　期／ 2014年3月11日（火）～12日（水）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ International Trauma Life Support（ITLS）

ホームページ　http://www.itrauma.org/conference/

トレジャーフェスタin神戸5

フィギュア・ドール・トイの展示即売会「トレジャーフェスタ」。
神戸での開催は今年で5回目となりました。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、トイやドールなどが集合！
普段はなかなか見る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、
今回も開発中の製作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!!

会　期／ 2013年10月20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）

　色素性乾皮症やコケイン症候群等のDNA修復に異常のある難病の病態究明と治療
開発を目指し、世界各国よりこれらの研究、診療に関わる医学
研究者、医師が集まり、討議、発表を行う国際シンポジウムで、
第3回光皮膚科学研究会の関連シンポジウムとして行われま
す。これらの疾患は日光紫外線によるDNAの傷を修復すること
ができないため、光線過敏、皮膚がんを発症し、原因不明の
神経症状を来しますが、治療法が未だ無いのが現状です。こ
れまで、米国National Institute of Healthの主催でも同様の
学会が米国で開催され、最先端の発表に白熱した議論が交わ
されました。開催期間中には、日本および海外の患者会の方
も参加する時間を設け、現況を発表し、情報交換を行います。

光線は、多くの皮膚疾患の原因になる一方で、乾癬やアトピー性皮膚炎など、様々
な難治皮膚疾患に対する治療にも使われており、皮膚科学とは切っても切れない関
係のものです。その光を対象とした研究会である第３回光皮
膚科学研究会が神戸大学皮膚科学教室主催で、神戸国
際会議場にて行われます。光に関する最新の臨床・基礎医
学研究の発表、討議を行う場にしたいと考えています。今
回は、関連シンポジウムとして、2014年3月5日から7日には、
「色素性乾皮症とその関連疾患:DNA損傷応答異常疾患ー
ベンチからベッドサイドまで」に連続して開催します。3月8日
には、日光紫外線と皮膚疾患（仮題）について市民公開講
座を神戸国際会議場にて行う予定にしておりますので、ご興
味のある方々の、ご来場、ご参加を心よりお待ちしております。

第１４６回２０１４ 春 日本グランドシューズコレクション

会　期／ 2013年10月23日（水）～24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

技能グランプリ＆フェスタ2013～きて、みて、ふれて　みんなで楽しいものづくり～

「技能グランプリ＆フェスタ２０１３」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（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）

会　期／ 2013年11月9日（土）10:00～16:30・10日（日）10:00～16:00
会　場／ 神戸国際展示場３号館
主　催／ 技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

第６回サイエンスフェアin兵庫

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1200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・高専生によるポスター発表（昨年は調査や研究、活動内容の報告など89班が発表）、
大学・企業・研究機関によるブース展示（昨年は研究や取組みの紹介など54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、会場で受付ます。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。

会　期／ 2014年2月2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）

事務局（神戸高校）webページ　http://www.hyogo-c.ed.jp/̃kobe-hs/ホームページ　 http://www.treasure-festa.com

昭和33年に初開催されて以来、実に半世紀以上に亘って行われてきま
した「日本グランドシューズコレクション」も今回で１４６回目を迎えることとな
りました。神戸を代表する地場産業として、「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
事業へと発展してきました。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

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

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

入場
無料



神戸支社

日本コンベンションサービス

（一般財団法人神戸国際観光コンベンション協会）

●「神戸コンベンションコンソーシアム」は、（一財）神戸国際観光コンベンション協会が代表を務める、神戸国際会議場・展示場の管理・運営団体です。
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Information

第３回神戸マラソン

神戸コンベンションセンター協議会のサービスメニュー！

大会テーマは、「感謝と友情」
11月17日（日）に開催する「第３回神戸マラソン」。今年も大会テーマ

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。また、東日本大震災の被
災地へエールを送ります。当日は、２万人のランナーが「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。

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19回目を迎えます。本年は開催趣旨に「様々
な自然災害による被災地域との絆と交流を深める」ことをくわえ、12月5
日から16日まで開催します。

日　　程／ ２０１３年１１月１７日（日）
開催種目／ フルマラソン
 （併催種目：クォーターマラソン）
制限時間／ ７時間（クォーターは１時間30分）
大会規模／ 約２０,０００人
コ ー ス／ 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。
お問い合わせ／ 神戸マラソン実行委員会事務局（℡：078-325-1430）

ホームページ　http://www.kobe-marathon.net/ ホームページ　http://www.kobe-luminarie.jp/

第19回神戸ルミナリエ

会　期／ ２０１３年12月5日（木）～16日（月）
主　催／ 神戸ルミナリエ組織委員会

Kobe Convention Promotion Council (KCPC)
2010年10月の発足から丸3年。ポートアイランドにお越しいただく参加
者を“おもてなし”“おむかえ”する各施設が集まって協議し、さまざまな活動
に取り組んできました。
2011年は、三宮駅・ポートライナー市民広場（コンベンションセンター）
駅に催事の“ウェルカム看板”を提供したり、海外からお越しの参加者のため
に“両替・周辺ホテル・空港行バス案内（英文）チラシ”を作成、島内の施設・
駅前だけでなく三宮インフォメーションセンターにも設置し、ご好評いただいて
います。
2012年から今年にかけて、さらなる取り組みを協議し、“ポートライナー

のおもてなし乗車証”を作成いたしました。これは、乗車運賃が通常より割
安になるだけでなく、島内ホテルの“特典サービス”が付いた魅力的なもの
となっております。ぜひ、事務局までお気軽にお尋ねください。
これからも、お越しいただいた参加者の皆様にご満足いただけるメニュー
づくりを目指し、当協議会（KCPC）の充実をはかっていこうと考えています。
こうご期待ください！

©Kobe Luminarie O. C.

おもてなし乗車証

お問い合わせ先／ 
神戸コンベンションセンター協議会　事務局
一般財団法人　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番1
TEL：078-302-5200    FAX：078-302-6485

・クオリティホテル神戸　・神戸商工会議所　・神戸新交通株式会社　
・神戸ポートピアホテル　・日本コンベンションサービス株式会社　
・ポートアイランド市民広場　・ホテルパールシティ神戸　
・ワールド記念ホール　・（一財）神戸国際観光コンベンション協会[事務局]

神戸コンベンションセンター協議会　構成団体
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（一財）神戸国際観光コンベンション協会
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