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Kobe Portisland Topics

神戸開港150年事業の最初の基幹事業として
神戸国際港湾会議が開催されました。

神戸開港150年記念事業の最初の基幹事業として、平成29年2月13日・14日に神戸国際港湾会議が神戸国際会議場、
神戸ポートピアホテルで開催され、アジア・欧米の18の国と地域から、28の港の代表者が参加しました。世界の各港との交
流・連携を促進し、神戸港の国際的な存在感を高め、神戸港が世界で活躍するための足掛かりを作るとともに、生産拠点
が東南アジア方面に移行していく情勢をにらみ、同地域の諸港との協力関係を構築し、今後の広域的な集貨につなげていく
ことを主要な目的として、今回の国際会議が開催されました。
今回の国際会議では、2月13日の冒頭、黒田 勝彦神戸大学名誉教授による基調講演に始まり、「クルーズの展望」（座長：赤
井 伸郎 大阪大学大学院教授）、「アジア物流の展望」（座長：池田 龍彦 横浜国立大学名誉教授）、「港湾管理における
環境政策」（座長：デヴィッド・パドマン 前ポートクラン港長）の３つの分科会に分かれ、各港間の意見交換が行われました。
また翌2月14日には、安田 丑作神戸大学名誉教授を座長に、「ウォーターフロントの再開発」をテーマとして、姉妹港・
友好港提携50周年記念セミナーが開催され、神戸港の姉妹港・友好港であるシアトル港、ロッテルダム港、天津港に
加えて、ドイツのハンブルク港、フランスのマルセイユ港が参加しました。
国際会議における議論の総括として「神戸宣言」が採択されました。宣言の中では、今後の各港間の連携や将来を担う
人材育成について協力して取り組むことが確認されました。また、東南アジアの港湾管理者を中心に、11の港と神戸港
との間で、航路展開の積極的な推進や海運に関する情報共有の強化、人的交流の促進といった項目についての協定を
締結することに加え、国際会議に参加した海外の港湾管理者と、神戸港で活動する物流関連企業など民間企業の方が、
情報交換を行うビジネスマッチングの場も設け、延べ23件のミーティングが行われました。
今回の国際会議において、海外港湾との官民のネットワーク構築が進んだことを契機として、これまで以上に神戸港の
港勢拡大に向けた取組みに繋がっていくことが期待されます。

神戸開港150年記念事業テーマソングを神戸出身の
3ピースピアノ・ロックバンド、WEAVER（ウィーバー）が書き下ろし！

【 神戸開港150年 テーマソング】

海のある街
WEAVER 詳しくは公式サイトで！ ht tp://www.weavermusic.jp

国や港を代表する方々を国内外から迎え、
市民とともにお祝いする

港湾功労者顕彰や神戸港の将来像の発表をする記念式典及び、祝賀会
を実施します。
皇室のご臨席を依頼し、神戸港の港運業界、国内外の船社、関連団体な
どを代表する方々に出席いただき、市民の方々と150年を祝います。

日本最大の海の祭典を神戸港で開催

海フェスタ神戸7月
Sea Festa in KOBE

「食」を通じて開港がまちの成り立ちの礎となっていることを
再認識し、みんなのみなとに更なる愛着をもってもらうイベント

神戸港から日本に持ち込まれ、全国に広がっていった「食文化」は数多く
あります。食をテーマに神戸らしい様々な生活文化を楽しめるイベント
を開催します。

●国内外の帆船があつまる帆船フェスティバル
●海の総合展（海や港を楽しく学べるブースや海の絵画展）
●開港150年版みなとこうべ海上花火大会
●研究船（しんかい6500等）の一般公開
●賑わいイベント等

神戸開港150年記念式典
The Port of Kobe’s 150th year Commemorative Ceremony

5月

秋の「食」イベント9月
Fall foods event

The exhibition of Kobe, its port and its culture月
1月～
12 神戸 みなと 時空

神戸港と神戸文化の企画展

各館、数多くの貴重な資料の展示や、季節にあわせた企画展や講演会も
開催しておりますので、是非、お越しください。
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第17回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）
交渉会合が神戸で開催されました。

2017年2月22日（水）～3月3日（金）、神戸コンベンションセンターで第17回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交
渉会合が開催されました。日本・中国・韓国・インド・オーストラリア・ニュージーランドとASEAN（東南アジア諸国連
合）を合わせた計16カ国から約700名の各国政府関係者が出席し、各分野においての交渉会合が行われました。東ア
ジア地域包括的経済連携（RCEP）は日本の主要輸出先である東アジア諸国を多く含む経済協定であることから、日本
経済には大きなプラス効果が期待されています。今回の神戸会合では、ポートピア大通りや市民広場駅、神戸空港、関
西国際空港へのウェルカムメッセージ掲出による歓迎、神戸コンベンションセンター（神戸ポートピアホテル・神戸国
際会議場・神戸国際展示場）の整った会議環境、神戸スイーツが提供されたコーヒーブレイクなど、神戸ならではのお
もてなしにより多くの海外からの参加者にも満足いただける会合となりました。
2月26日（日）に開催されたレセプションパーティーでは、会議参加者をはもちろんのこと、久元市長をはじめ神戸を代
表する多くの方々が出席され、有意義な意見交換の時間を過ごされました。また、食事においては灘の酒や神戸ワイン
など神戸のお酒や食材も多く振る舞われ、豊かな神戸の食を印象付ける夜になりました。

東アジア地域包括的経済連携（RCEP）とは
RCEP(Reg iona l  Comprehens ive  Economic  Par tner sh ipの略、アールセップ)は、日本・中国・韓国・イン
ド・オーストラリア・ニュージーランドの6カ国及びASEAN（東南アジア諸国連合）が参加する広域的な包括的経
済連携構想であり、2012年11月のASEAN関連首脳会合において正式に交渉が立上げられました。
RCEPが実現すれば、人口約34億人（世界の約半分）、GDP約20兆ドル（世界全体の約3割）、貿易総額10兆ドル
（世界全体の約3割）を占める広域経済圏が出現します。

兵庫の酒・灘の酒の酒樽を使った鏡開きでは、各国代表
や神戸市長など26名の方が登壇し、レセプションパー
ティーの幕開けを盛り上げました。

約70 0名が出席し、神戸ならではの食、琴や阿波踊りと
いったアトラクションをお楽しみいただきながら意見交換
が行われました。

農林水産省による日本各地の食PRブース、財務省による
日本各地の日本酒PRブースが出展され、参加者へ日本
各地の食文化について紹介されました。

神戸ポートピアホテルと神戸国際会議場の30を超える会
場に分かれ、各分野の交渉会合が行われました。

レセプションパーティー
～鏡開き～

レセプションパーティー
～アトラクション～

レセプションパーティー
～日本のPR～ 会議の様子
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7日（日）

17日（水）～19日（金）

18日（木）～19日（金）

20日（土）

24日（水）～25日（木）

2日（金）
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24日（土）

アート＆てづくりバザール IN KOBE Vol.6

COMIN'KOBE　2017

第21回 神戸国際宝飾展（IJK2017）

第29回日本内分泌外科学会総会

第5回日本台湾放射線腫瘍学シンポジウム

第45回日本小児神経外科学会（JSPN2017）

2017JAIFA年次大会ｉｎ神戸

日本麻酔科学会　第64回学術集会

第27回日本サイトメトリー学会学術集会

第39回日本疼痛学会
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会長 吉矢 晋一（兵庫医科大学 整形外科）

テレビ大阪

（一財）COMIN'KOBE実行委員会

リードエグジビションジャパン株式会社

会長 宮 章博（医療法人神甲会 隈病院 副院長）

日本ケミカルシューズ工業組合

公益社団法人日本麻酔科学会

大会長 嘉ノ海 龍三

脳血管内治療技術と機器研究会事務局

 

日本ライセンス協会

会長 内藤 嘉之（社会医療法人 愛仁会 理事長）

会長 谷本 光音（岡山大学 血液・腫瘍・呼吸器内科）

日本学術会議・日本測地学会・日本地震学会

兵庫県教育委員会

第１７回模擬国連会議関西大会　運営事務局

神戸国際展示場３号館

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２号館

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場3号館

分類
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○国内　●国際　◎その他イベント
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会長 西村 恭昌
（近畿大学医学部放射線腫瘍学部門）

会長 長嶋 達也
（兵庫県立こども病院院長／脳神経外科）

公益社団法人 
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会

会長 掛地 吉弘（神戸大学大学院医学研究科 
外科学講座 食道胃腸外科学分野）

会長 柴田 政彦（大阪大学大学院医学系研究科
疼痛医学寄附講座教授）

兵庫県社会福祉協議会、
兵庫県社会福祉法人経営者協議会

神戸国際会議場
神戸商工会議所

ワールド記念ホール
神戸国際展示場

神戸国際展示場
１号館、２号館

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

神戸ポートピアホテル
神戸国際展示場
神戸国際会議場

神戸国際会議場
神商ホール

第128回
中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

第157回2017秋冬
日本グランドシューズコレクション＆
全国サンダルフェア

平成29年度 第1回 福祉の就職総合フェア 
in HYOGO

第9回世界インプラント矯正歯科大会
（WIOC2017）

7日（金）～9日（日）

8日（土）

14日（金）～15日（土）

20日（木）～21日（金）

27日（木）～29日（土）

30日（日）～8/4日（金）

18日（金）

22日（火）～24日（木）

23日（水）～25日（金）

23日（土・祝）～25日（月）

25日（月）～27日（水）

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2017

日本集中治療医学会第1回関西支部学術集会

第67回日本病院学会

第15回日本臨床腫瘍学会学術集会

第26回母乳育児シンポジウム

数学・理科甲子園ジュニア2017

第17回模擬国連会議関西大会

国際フロンティア産業メッセ2017

日本味と匂学会第51回大会
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2017年9月
7日（木）～8日（金）

2017年8月
5日（土）～6日（日）

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場2号館

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

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

会長 森 悦朗
（東北大学 名誉教授・大阪大学 招聘教授）

大会委員長 尾崎 まみこ
主催 日本味と匂学会

主催 国際フロンティア産業メッセ2017 実行委員会
（事務局：（公財）新産業創造研究機構（NIRO））

会長　 陳 隆明（兵庫県立福祉のまちづくり研究所
ロボットリハビリテーションセンター）

会長 溝渕 知司
（神戸大学大学院医学研究科麻酔科学）

実行委員長 房 正規（加古川中央市民病院 副院長）
主催 一般社団法人日本母乳の会

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

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
ポートピアホール

神戸国際会議場
神戸商工会議所会館

i-CREATe 2017（第11回リハビリテーション
工学・支援技術国際会議）

第9回国際水頭症脳脊髄液疾患学会
（Hydrocephalus 2017）

2017年度（第40回）日本ライセンス協会
年次大会

国際測地学協会及び国際地震学・
地球内部物理学協会合同学術総会
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2017年5月
3日（水・祝）～4日（木・祝）
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7日（日）

17日（水）～19日（金）

18日（木）～19日（金）

20日（土）

24日（水）～25日（木）

2日（金）

8日（木）～10日（土）

10日（土）～11日（日）

16日（金）～17日（土）

24日（土）

アート＆てづくりバザール IN KOBE Vol.6

COMIN'KOBE　2017

第21回 神戸国際宝飾展（IJK2017）

第29回日本内分泌外科学会総会

第5回日本台湾放射線腫瘍学シンポジウム

第45回日本小児神経外科学会（JSPN2017）

2017JAIFA年次大会ｉｎ神戸

日本麻酔科学会　第64回学術集会

第27回日本サイトメトリー学会学術集会

第39回日本疼痛学会

-
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会長 吉矢 晋一（兵庫医科大学 整形外科）

テレビ大阪

（一財）COMIN'KOBE実行委員会

リードエグジビションジャパン株式会社

会長 宮 章博（医療法人神甲会 隈病院 副院長）

日本ケミカルシューズ工業組合

公益社団法人日本麻酔科学会

大会長 嘉ノ海 龍三

脳血管内治療技術と機器研究会事務局

 

日本ライセンス協会

会長 内藤 嘉之（社会医療法人 愛仁会 理事長）

会長 谷本 光音（岡山大学 血液・腫瘍・呼吸器内科）

日本学術会議・日本測地学会・日本地震学会

兵庫県教育委員会

第１７回模擬国連会議関西大会　運営事務局

神戸国際展示場３号館

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２号館

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場3号館

分類
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（内外国人） 会長・主催者または事務局

○国内　●国際　◎その他イベント

Event Calendar

会長 西村 恭昌
（近畿大学医学部放射線腫瘍学部門）

会長 長嶋 達也
（兵庫県立こども病院院長／脳神経外科）

公益社団法人 
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会

会長 掛地 吉弘（神戸大学大学院医学研究科 
外科学講座 食道胃腸外科学分野）

会長 柴田 政彦（大阪大学大学院医学系研究科
疼痛医学寄附講座教授）

兵庫県社会福祉協議会、
兵庫県社会福祉法人経営者協議会

神戸国際会議場
神戸商工会議所

ワールド記念ホール
神戸国際展示場

神戸国際展示場
１号館、２号館

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

神戸ポートピアホテル
神戸国際展示場
神戸国際会議場

神戸国際会議場
神商ホール

第128回
中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

第157回2017秋冬
日本グランドシューズコレクション＆
全国サンダルフェア

平成29年度 第1回 福祉の就職総合フェア 
in HYOGO

第9回世界インプラント矯正歯科大会
（WIOC2017）

7日（金）～9日（日）

8日（土）

14日（金）～15日（土）

20日（木）～21日（金）

27日（木）～29日（土）

30日（日）～8/4日（金）

18日（金）

22日（火）～24日（木）

23日（水）～25日（金）

23日（土・祝）～25日（月）

25日（月）～27日（水）

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2017

日本集中治療医学会第1回関西支部学術集会

第67回日本病院学会

第15回日本臨床腫瘍学会学術集会

第26回母乳育児シンポジウム

数学・理科甲子園ジュニア2017

第17回模擬国連会議関西大会

国際フロンティア産業メッセ2017

日本味と匂学会第51回大会
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2017年9月
7日（木）～8日（金）

2017年8月
5日（土）～6日（日）

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場2号館

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

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

会長 森 悦朗
（東北大学 名誉教授・大阪大学 招聘教授）

大会委員長 尾崎 まみこ
主催 日本味と匂学会

主催 国際フロンティア産業メッセ2017 実行委員会
（事務局：（公財）新産業創造研究機構（NIRO））

会長　 陳 隆明（兵庫県立福祉のまちづくり研究所
ロボットリハビリテーションセンター）

会長 溝渕 知司
（神戸大学大学院医学研究科麻酔科学）

実行委員長 房 正規（加古川中央市民病院 副院長）
主催 一般社団法人日本母乳の会

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

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
ポートピアホール

神戸国際会議場
神戸商工会議所会館

i-CREATe 2017（第11回リハビリテーション
工学・支援技術国際会議）

第9回国際水頭症脳脊髄液疾患学会
（Hydrocephalus 2017）

2017年度（第40回）日本ライセンス協会
年次大会

国際測地学協会及び国際地震学・
地球内部物理学協会合同学術総会
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Conference & Exhibition

2017年4月～9月　神戸開催の国内、国際会議・展示イベント

●「震災復興の一助に」が開催のきっかけとなった、西日本最大の宝飾展
阪神・淡路大震災は、神戸を拠点とする多くの真珠メーカーにも大きな

ダメージを与えました。本展はそんな中、神戸の宝飾関係者から「震災復
興の意味でも、ぜひ神戸で宝飾展を開催してほしい」という強い要望を受け、
1997年に第１回目を開催した展示会です。現在では世界１５カ国 ６２０社
が出展する、西日本最大の見本市に成長しました。会期中は世界中から
バイヤーが訪れ、毎年、会場周辺の全てのホテルが満杯になり、神戸市
へ大きな経済効果をもたらしています。本展には神戸ならではの真珠はもち

会　期／ 2017年5月17日（水）～19日（金）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ リードエグジビションジャパン株式会社
特別後援／ 一般社団法人　日本真珠振興会

ホームページ　http://www.ijk-fair.jp

第21回 神戸国際宝飾展（IJK2017）

平成29年5月18日（木）と19日（金）の2日間、テーマを「予後とQOLを考慮した専門的診療」とし、
神戸国際会議場にて第29回日本内分泌外科学会総会を開催させていただきます。
本学会は、甲状腺、副甲状腺、副腎、前立腺、乳腺、消化器などの多領域の内分泌疾患に対し

て高レベルの医療を追求する重要な役割を担っています。今回の総会では、他部門の専門家もお招き
して皆様で討論していただき、今できる様々な治療を見直して日本中のどこにおいても最高の診療を提
供できる情報を発信したいと考えています。また、将来導入される可能性がある治療法を紹介する企画
も立てました。
伝統ある総会を開催することは隈病院にとりましても大変名誉なことでありますので、理事長隈夏樹と
院長宮内昭の全面的な支援のもと、当院の総力を挙げて取り組む所存であります。皆様も奮ってご参
加くださいますようにお願い申し上げます。　

会　期／ 2017年5月18日（木）～19日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 宮 章博（医療法人神甲会 隈病院 副院長）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/jaes2017/

第29回日本内分泌外科学会総会

この度、第128回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会を神戸市にて開催することとなりました。
中部日本整形外科災害外科学会は、日本整形外科学会に次ぐ規模の整形外科の総合的学会、とい
う位置づけのものですが、地域的には中国、四国、近畿、東海、北陸という広い範囲に及ぶ会員
5,000名を超える学会であり、そのような大規模な学会の学術集会を担当させていただくことを、誠に光
栄に存じます。
今回は「熟慮と前進」をテーマに掲げ、参加者の皆様に対して良い発表・研修の機会となり、有意
義な時を過ごしいただくために、講演、シンポジウム、一般演題発表などさまざまな企画を準備しています。
4月の神戸は気候もよく、参加された皆様には学術集会に加え春の神戸をお楽しみいただければ、と
思います。多くの方々のご参加を心よりお待ちしております。

会　期／ 2017年4月7日（金）～8日（土）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸商工会議所
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/chubu-seisai128/

第128回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

関西最大級の室内型アートイベントとして定着した「ＯＳＡＫＡアート＆てづくりバザール」。
大阪南港のＡＴＣホールでの９月・１２月・３月の定期開催では、毎回１０００名以上の作
家が参加。様々なジャンルのオリジナル作品が展示・販売されています。
アクセサリー、バッグ、革製品、ガラス工芸、ステーショナリーから木工、陶芸、雑貨、

イラストまで･･･色とりどりの個性がちりばめられたたくさんのブースを見てまわると「１日では足
りない！」という声が毎回多く寄せられており、雑貨探し、アート作品探しをたっぷり楽しめる２
日間になっています。さらに、来場者の方が参加できるワークショップのコーナーも人気。お
気軽にワークショップコーナーへもお立ち寄りください。今年のゴールデンウィークは、いろい
ろな作品に出会う！ 買う！ 楽しむ！ さまざまなジャンルから自分の好みを見つけてみよう！

会　期／ ２０１７年５月３日（水・祝）・５月４日（木・祝）
会　場／ 神戸国際展示場３号館
主　催／ テレビ大阪

ホームページ　http://www.tv-osaka.co.jp/event/makingbazaar_kobe/

アート＆てづくりバザール IN KOBE Vol.6

ろん、ダイヤモンドなどの素材、高品質なジュエリーからトレンド商
品までが揃い、国内外の宝飾小売店・卸商をはじめとするバイヤー
の宝飾品買い付けの場として高い評価を得ております。
展示会招待券は、ホームページからお申し込みいただけます（無
料）。
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Conference & Exhibition

2017年4月～9月　神戸開催の国内、国際会議・展示イベント

●「震災復興の一助に」が開催のきっかけとなった、西日本最大の宝飾展
阪神・淡路大震災は、神戸を拠点とする多くの真珠メーカーにも大きな

ダメージを与えました。本展はそんな中、神戸の宝飾関係者から「震災復
興の意味でも、ぜひ神戸で宝飾展を開催してほしい」という強い要望を受け、
1997年に第１回目を開催した展示会です。現在では世界１５カ国 ６２０社
が出展する、西日本最大の見本市に成長しました。会期中は世界中から
バイヤーが訪れ、毎年、会場周辺の全てのホテルが満杯になり、神戸市
へ大きな経済効果をもたらしています。本展には神戸ならではの真珠はもち

会　期／ 2017年5月17日（水）～19日（金）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ リードエグジビションジャパン株式会社
特別後援／ 一般社団法人　日本真珠振興会

ホームページ　http://www.ijk-fair.jp

第21回 神戸国際宝飾展（IJK2017）

平成29年5月18日（木）と19日（金）の2日間、テーマを「予後とQOLを考慮した専門的診療」とし、
神戸国際会議場にて第29回日本内分泌外科学会総会を開催させていただきます。
本学会は、甲状腺、副甲状腺、副腎、前立腺、乳腺、消化器などの多領域の内分泌疾患に対し

て高レベルの医療を追求する重要な役割を担っています。今回の総会では、他部門の専門家もお招き
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伝統ある総会を開催することは隈病院にとりましても大変名誉なことでありますので、理事長隈夏樹と
院長宮内昭の全面的な支援のもと、当院の総力を挙げて取り組む所存であります。皆様も奮ってご参
加くださいますようにお願い申し上げます。　

会　期／ 2017年5月18日（木）～19日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 宮 章博（医療法人神甲会 隈病院 副院長）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/jaes2017/

第29回日本内分泌外科学会総会

この度、第128回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会を神戸市にて開催することとなりました。
中部日本整形外科災害外科学会は、日本整形外科学会に次ぐ規模の整形外科の総合的学会、とい
う位置づけのものですが、地域的には中国、四国、近畿、東海、北陸という広い範囲に及ぶ会員
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義な時を過ごしいただくために、講演、シンポジウム、一般演題発表などさまざまな企画を準備しています。
4月の神戸は気候もよく、参加された皆様には学術集会に加え春の神戸をお楽しみいただければ、と
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会　期／ 2017年4月7日（金）～8日（土）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸商工会議所
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/chubu-seisai128/

第128回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

関西最大級の室内型アートイベントとして定着した「ＯＳＡＫＡアート＆てづくりバザール」。
大阪南港のＡＴＣホールでの９月・１２月・３月の定期開催では、毎回１０００名以上の作
家が参加。様々なジャンルのオリジナル作品が展示・販売されています。
アクセサリー、バッグ、革製品、ガラス工芸、ステーショナリーから木工、陶芸、雑貨、

イラストまで･･･色とりどりの個性がちりばめられたたくさんのブースを見てまわると「１日では足
りない！」という声が毎回多く寄せられており、雑貨探し、アート作品探しをたっぷり楽しめる２
日間になっています。さらに、来場者の方が参加できるワークショップのコーナーも人気。お
気軽にワークショップコーナーへもお立ち寄りください。今年のゴールデンウィークは、いろい
ろな作品に出会う！ 買う！ 楽しむ！ さまざまなジャンルから自分の好みを見つけてみよう！

会　期／ ２０１７年５月３日（水・祝）・５月４日（木・祝）
会　場／ 神戸国際展示場３号館
主　催／ テレビ大阪

ホームページ　http://www.tv-osaka.co.jp/event/makingbazaar_kobe/

アート＆てづくりバザール IN KOBE Vol.6

ろん、ダイヤモンドなどの素材、高品質なジュエリーからトレンド商
品までが揃い、国内外の宝飾小売店・卸商をはじめとするバイヤー
の宝飾品買い付けの場として高い評価を得ております。
展示会招待券は、ホームページからお申し込みいただけます（無
料）。
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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.jp/kobe

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

会　期／ 2017年5月20日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 西村 恭昌（近畿大学医学部放射線腫瘍学部門）
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Conference & Exhibition

このたび第45回日本小児神経外科学会（JSPN）を「小児がんとしての小児脳腫瘍の治療」をテーマ
に神戸にて開催させていただくことになりました。
本会では小児の脳腫瘍を脳外科医、小児腫瘍科医、小児放射線治療を中心とした小児がんの包括
医療の枠組みで治療していくことの大切さを取り上げたいと考えています。小児脳神経外科の対象は広
範であり、二分脊椎や水頭症から外傷、虐待、脳腫瘍や血管障害の治療まで、幅広い情報交換の機
会といたします。少子化の進む中で小児医療を取り巻く環境は大きく変化し、成人への移行期医療、小
児がん医療、こどもの終末期や在宅医療、そしてなにより重い障害や治らない疾患を背負って成長して
いくこども達を支える医療など取り組むべき難しい課題が山積しています。これらの課題に深くかかわって
いる小児脳神経外科学会として外科的な治療の枠を超えて議論したいと存じます。多くの皆様のご参加
をお待ち申し上げます。

会　期／ 2017年6月2日（金）～6月3日（土）、6月1日（木）　教育セミナー付置開催
会　場／ 神戸国際会議場、神商ホール
会　長／ 長嶋 達也（兵庫県立こども病院院長／脳神経外科）

ホームページ　http://jspn2017.umin.jp/

第45回日本小児神経外科学会（JSPN2017）

公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会主催の「2017ＪＡＩＦＡ年次大会ｉｎ神戸」
を、来る平成２９年６月２日（金）に、神戸国際展示場１・２号館にて開催させていただくこととなりました。
私どもの協会は、２１社を超える生命保険営業職員が会社の垣根を越えて、公益事業活動を中心

に、「生命の大切さ」や「未来ある子供たちのため」にといった想いを込めつつ、毎年全国各地で地
域の皆さまと共に感動の一日を築く大会を開催しています。
今年の大会は、『Passage to Harmony ～想いをつなぐ～ KOBEに来てね　待っと～よ』と題し

て、基調講演「井村雅代氏」の他さまざまなプログラムで近隣にお住まいの一般の皆さまや会員のお
客さまにも多数ご参加いただきたく企画しております。皆さまお誘い併せのうえ、ご来場いただきますよ
うお待ちしております。

会　期／ 2017年６月２日（金）
会　場／ 神戸国際展示場　１号館、２号館
主　催／ 公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会

ホームページ　http://www.jaifa.or.jp/public/kobe2017.html

２０１７ＪＡＩＦＡ年次大会ｉｎ神戸

第5回日本台湾放射線腫瘍学シンポジウムを2017年5月20日（土）神戸国
際会議場において開催します。本シンポジウムは、日本と台湾の放射線腫瘍
医が一堂に会し、高精度放射線治療に関するトピックスを討議する国際シン
ポジウムとして発展してきました。本シンポジウムは、日本放射線腫瘍学会
（JASTRO）と台湾放射線腫瘍学会（TASTRO）の公式行事となっています。
今回のテーマは、「no pain, no gain」としました。私はこの言葉を座右の
銘とし、またこれこそが放射線治療の極意であると考えています。本シンポジウ
ムで高精度放射線治療の様々な痛みと利得について討議したいと思います。
日本と台湾から沢山の参加者が神戸に集まり、日台の更なる友好関係と、両
国の放射線治療の相互理解がより一層に深められることを期待しています。

ホームページ　http://www.monts.jp/jtchprt2017/

第5回日本台湾放射線腫瘍学シンポジウム

半世紀以上に亘って開催されてきた、「日本グランドシューズコレクション」も今回で１５７回
目を迎えることになり、今や西日本最大級の靴の展示会として、なくてはならないイベントにな
りました。
今回も地元神戸の靴メーカーはもちろん、全国各地より靴メーカーやアパレル企業も多数

出展しており、全国各地から多くのバイヤーが商談に訪れる予定となっております。
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」の捉えており、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。
当会場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。

会　期／ 2017年5月24日（水）～25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
共　催／ 全日本ケミカルサンダル工業協同組合連合会

ホームページ　http://csia.or.jp/tenjikai/index.htm

第157回2017秋冬日本グランドシューズコレクション＆全国サンダルフェア
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日本麻酔科学会第64回学術集会を２年ぶりに神戸で開催いたします。日本麻酔科学会は神戸に事務局を置き、麻酔博物館を設置して
日本における麻酔の歴史を研究するなど、本学会は神戸という街と非常に深いつながりがあります。そのような街で再び、学術集会を開催で
きることは大きな喜びです。
新専門医制度が間もなく開始される予定となっておりますが、それとともに基本１９科では、学術集会の有様も変わろうとしております。日

本麻酔科学会は会員数12,000を越える学会ですが、神戸の学術集会には9,000名以上の会員が参加するものと考えられます。また、日
本麻酔科学会が推奨する周術期管理チーム講習会も併催される予定となっておりますので、10,000人を越える方が神戸に集まるものと思
います。風光明媚で食べ物も美味しい神戸の地で、明日の麻酔科学、周術期管理について熱いディスカッションが繰り広げられれば幸いです。

会　期／ 2017年6月6日（火）～6月10日（土）
会　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
会　長／ 土田 英昭（金沢医科大学麻酔科学講座）

ホームページ　https://confit.atlas.jp/guide/event/jsa64/top

日本麻酔科学会第64回学術集会

この度、第27回日本サイトメトリー学会学術集会を平成29年6月10日（土）、11日（日）の両日にわたり神戸国際会議場に
て開催いたします。本学術集会も四半世紀を越えて、サイトメトリーという手法を活かした多領域での展開が期待されます。今
回の学術集会のテーマを「Diversity & Integration」として、時代の変化に併せた多様性と集約化を探ることを目指します。
急速な進歩を遂げる診断と治療において、本学術集会では、サイトメトリーを活用した、iPS、腫瘍免疫、造血器疾患、固
形腫瘍、炎症、検査の標準化などに焦点を当てるプログラムを企画しています。医師だけでなく、臨床検査技師、研究者、
テクニシャンなど多くの職種の方々が一堂に会して情報交換し、基礎から臨床へと縦横無尽に議論できる場にできれば幸いで
す。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／ 2017年6月10日（土）～11日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 掛地 吉弘（神戸大学大学院医学研究科 外科学講座 食道胃腸外科学分野）

ホームページ　http://gakkai.co.jp/27jcs2017/

第27回日本サイトメトリー学会学術集会

2017年6月16日～17日に神戸国際会議場において、第39回日本疼痛学会を開催させていただきます。痛みの研究や診療に
携わる全国の先生方に、神戸でお目にかかれることを大変楽しみにしております。
痛みの研究は、分子レベルの基礎研究から、大規模な疫学研究に到るまで、その範囲は非常に多岐にわたります。痛みによる人々

の苦しみや社会にとってのマイナスの影響は、計り知れないほど大きな規模であることは周知の事実であり、改善の余地はまだまだた
くさん残されている未開拓分野であるともいえます。第39回日本疼痛学会が、わが国の痛みの研究や診療の基盤を固め、さらに発
展するきっかけとなるよう、若手の研究者や医療者が出会い議論する機会を増やすなど、諸先生方のお知恵を借りながら運営を工
夫します。梅雨の時期ではございますが、国際都市神戸の魅力を存分にお楽しみください。それでは、神戸でお会いしましょう。

会　期／ 2017年6月16日（金）～17日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 柴田 政彦（大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学寄附講座教授）

第39回日本疼痛学会

福祉職場への就労を希望する学生や求職者の皆さまを対象に、就職活動を支援するとともに、社会福祉施設等の福祉人材の確保を
図ることを目的に、合同就職説明会を開催いたします。
当日は、福祉の就職に関する総合フェアとして県内各地より約１７０法人が参加し、採用担当者と面談が行えます。ご来場の皆さまへ

は「採用予定情報誌」と「福祉のお仕事ガイドブック」を差し上げます。また、福祉の仕事に関する相談コーナーも設け、資格取得の方
法など具体的な相談に応じます。さらに、併催行事「福祉の就職ガイダンス」を開催し、福祉職の魅力や、就労に向けた心構えなどもお
伝えします。
参加費無料・事前申込不要（就職ガイダンスのみ事前申込が必要）・入退場自由となっており、履歴書の持参も不要です。福祉に関

する資格を持っていない方、未経験の方でも、興味のある方でしたら、どなたでも参加できます。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

会　期／ 2017年６月２４日（土）
会　場／ 神戸国際展示場３号館
主　催／ 兵庫県社会福祉協議会、兵庫県社会福祉法人経営者協議会

ホームページ　http://www.hyogo-wel.or.jp/work/

平成２９年度 第１回 福祉の就職総合フェア in HYOGO

歯科矯正用アンカースクリューは、現在の矯正臨床において固定源として広く使われておりますが、その
歴史は意外と古く、30年余り前にアメリカ人歯科医師が臨床で初めて使用しました。その後、多くの先人
たちによって改良が加えられ、大きく進化をしてきました。今回の会議では、さらに改良されたアンカースクリュー
の報告のみならず、基礎から臨床まで多くの招待演者たちに、今日の矯正治療の最前線を発表していただ
きます。

会　期／ 2017年7月2日（日）～4日（火）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
共　催／ 第59回近畿東海矯正歯科学会大会

第9回世界インプラント矯正歯科大会（WIOC2017）

我々は、2003年に脳血管内治療ライブセミナーを始め、脳血管インターベンションの適切
な技術と適応判定を議論し、脳血管手術の手技についての教育、普及とその発展に寄与す
ることを目的に、毎年開催してきました。参会者は年々増加しており、昨年は1000名を越え
る参会がありました。
今年のブラッシュアップセミナー（BSNET2017）は、2017年7月7日（金）～7月9日（日）

の3日間、神戸国際展示場で開催します。今年も役立つテーマを用意し、有益なセミナーに
なるよう鋭意準備を進めております。奮ってご参会ください。

会　期／ 2017年7月7日（金）～7月9日（日）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 脳血管内治療技術と機器研究会

ホームページ　http://www.bsnet.umin.jp

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2017

ホームページ　http://jasp39.umin.jp/index.html

ホームページ　http://www.wioc2017.com
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日本麻酔科学会第64回学術集会を２年ぶりに神戸で開催いたします。日本麻酔科学会は神戸に事務局を置き、麻酔博物館を設置して
日本における麻酔の歴史を研究するなど、本学会は神戸という街と非常に深いつながりがあります。そのような街で再び、学術集会を開催で
きることは大きな喜びです。
新専門医制度が間もなく開始される予定となっておりますが、それとともに基本１９科では、学術集会の有様も変わろうとしております。日

本麻酔科学会は会員数12,000を越える学会ですが、神戸の学術集会には9,000名以上の会員が参加するものと考えられます。また、日
本麻酔科学会が推奨する周術期管理チーム講習会も併催される予定となっておりますので、10,000人を越える方が神戸に集まるものと思
います。風光明媚で食べ物も美味しい神戸の地で、明日の麻酔科学、周術期管理について熱いディスカッションが繰り広げられれば幸いです。

会　期／ 2017年6月6日（火）～6月10日（土）
会　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
会　長／ 土田 英昭（金沢医科大学麻酔科学講座）

ホームページ　https://confit.atlas.jp/guide/event/jsa64/top

日本麻酔科学会第64回学術集会

この度、第27回日本サイトメトリー学会学術集会を平成29年6月10日（土）、11日（日）の両日にわたり神戸国際会議場に
て開催いたします。本学術集会も四半世紀を越えて、サイトメトリーという手法を活かした多領域での展開が期待されます。今
回の学術集会のテーマを「Diversity & Integration」として、時代の変化に併せた多様性と集約化を探ることを目指します。
急速な進歩を遂げる診断と治療において、本学術集会では、サイトメトリーを活用した、iPS、腫瘍免疫、造血器疾患、固
形腫瘍、炎症、検査の標準化などに焦点を当てるプログラムを企画しています。医師だけでなく、臨床検査技師、研究者、
テクニシャンなど多くの職種の方々が一堂に会して情報交換し、基礎から臨床へと縦横無尽に議論できる場にできれば幸いで
す。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／ 2017年6月10日（土）～11日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 掛地 吉弘（神戸大学大学院医学研究科 外科学講座 食道胃腸外科学分野）

ホームページ　http://gakkai.co.jp/27jcs2017/

第27回日本サイトメトリー学会学術集会

2017年6月16日～17日に神戸国際会議場において、第39回日本疼痛学会を開催させていただきます。痛みの研究や診療に
携わる全国の先生方に、神戸でお目にかかれることを大変楽しみにしております。
痛みの研究は、分子レベルの基礎研究から、大規模な疫学研究に到るまで、その範囲は非常に多岐にわたります。痛みによる人々

の苦しみや社会にとってのマイナスの影響は、計り知れないほど大きな規模であることは周知の事実であり、改善の余地はまだまだた
くさん残されている未開拓分野であるともいえます。第39回日本疼痛学会が、わが国の痛みの研究や診療の基盤を固め、さらに発
展するきっかけとなるよう、若手の研究者や医療者が出会い議論する機会を増やすなど、諸先生方のお知恵を借りながら運営を工
夫します。梅雨の時期ではございますが、国際都市神戸の魅力を存分にお楽しみください。それでは、神戸でお会いしましょう。

会　期／ 2017年6月16日（金）～17日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 柴田 政彦（大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学寄附講座教授）

第39回日本疼痛学会

福祉職場への就労を希望する学生や求職者の皆さまを対象に、就職活動を支援するとともに、社会福祉施設等の福祉人材の確保を
図ることを目的に、合同就職説明会を開催いたします。
当日は、福祉の就職に関する総合フェアとして県内各地より約１７０法人が参加し、採用担当者と面談が行えます。ご来場の皆さまへ

は「採用予定情報誌」と「福祉のお仕事ガイドブック」を差し上げます。また、福祉の仕事に関する相談コーナーも設け、資格取得の方
法など具体的な相談に応じます。さらに、併催行事「福祉の就職ガイダンス」を開催し、福祉職の魅力や、就労に向けた心構えなどもお
伝えします。
参加費無料・事前申込不要（就職ガイダンスのみ事前申込が必要）・入退場自由となっており、履歴書の持参も不要です。福祉に関

する資格を持っていない方、未経験の方でも、興味のある方でしたら、どなたでも参加できます。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

会　期／ 2017年６月２４日（土）
会　場／ 神戸国際展示場３号館
主　催／ 兵庫県社会福祉協議会、兵庫県社会福祉法人経営者協議会

ホームページ　http://www.hyogo-wel.or.jp/work/

平成２９年度 第１回 福祉の就職総合フェア in HYOGO

歯科矯正用アンカースクリューは、現在の矯正臨床において固定源として広く使われておりますが、その
歴史は意外と古く、30年余り前にアメリカ人歯科医師が臨床で初めて使用しました。その後、多くの先人
たちによって改良が加えられ、大きく進化をしてきました。今回の会議では、さらに改良されたアンカースクリュー
の報告のみならず、基礎から臨床まで多くの招待演者たちに、今日の矯正治療の最前線を発表していただ
きます。

会　期／ 2017年7月2日（日）～4日（火）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
共　催／ 第59回近畿東海矯正歯科学会大会

第9回世界インプラント矯正歯科大会（WIOC2017）

我々は、2003年に脳血管内治療ライブセミナーを始め、脳血管インターベンションの適切
な技術と適応判定を議論し、脳血管手術の手技についての教育、普及とその発展に寄与す
ることを目的に、毎年開催してきました。参会者は年々増加しており、昨年は1000名を越え
る参会がありました。
今年のブラッシュアップセミナー（BSNET2017）は、2017年7月7日（金）～7月9日（日）

の3日間、神戸国際展示場で開催します。今年も役立つテーマを用意し、有益なセミナーに
なるよう鋭意準備を進めております。奮ってご参会ください。

会　期／ 2017年7月7日（金）～7月9日（日）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 脳血管内治療技術と機器研究会

ホームページ　http://www.bsnet.umin.jp

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2017

ホームページ　http://jasp39.umin.jp/index.html

ホームページ　http://www.wioc2017.com
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〒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）
 各線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・（株）アシックス　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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第15回日本臨床腫瘍学会学術集会を神戸市にて開催いたします。今回のテーマは「最
適のがん医療　～いつでも、何処でも、誰にでも～」としました。がん対策基本法が施行
されて10年が経過した今、がん医療の均てん化がどこまで進んだのか、医療関係従事者、
研究者だけでなく患者様、一般市民の皆様とも議論して検証し、将来に向けた方策を探
りたいと思います。そのため会期中3日間、岡山大学鹿田キャンパス内にございます
Junko Fukutake Hallを一般市民に開放し、神戸会場のセッションの生中継を行うととも
に、岡山会場と神戸会場とを結んで意見交換ができるセッションの開催を計画しておりま
す。また、「領域横断的体系の継承」「グローバル化の更なる推進」「最新成果の公表と
情報共有」も学術集会の大きな柱として位置づけております。ぜひとも多数のご参加をい
ただき、明日へのがん医療の方策を見いだせる実りある学会になれば幸いです。

会　期／ 2017年7月27日（木）～29日（土）
会　場／ 【神戸会場】神戸国際展示場、神戸国際会議場、ポートピアホール　【岡山会場】Junko Fukutake Hall
会　長／ 谷本 光音（岡山大学 血液・腫瘍・呼吸器内科）

ホームページ　http://www.congre.co.jp/jsmo2017

第15回日本臨床腫瘍学会学術集会

国際測地学協会（IAG）及び国際地震学・地球内部物理学協会（IASPEI）は、ともに国際
科学会議（ICSU）に属する国際学会で、4年毎に国際測地学・地球物理学連合（IUGG）総
会に参加するほか、その中間年に独自の総会を開いています。　2017年は、IAGとIASPEIが
合同で神戸において学術総会を開くことになり、約70の国・地域から約1000人の参加が予定
されています。IAGは1983年東京大会以来34年ぶり、IASPEIは1985年東京大会以来32
年ぶりの日本開催となります。このような測地学・地震学に関する国際会議が、阪神・淡路大
震災を経験した神戸で開催されることは、世界各地から参加する専門家や、一般市民にとって
大きな意義があると思われます。専門家による国際会議に先立って、7月30日（日）には一般向
けの講演会も予定しております。

会　期／ 2017年7月30日（日）～8月4日（金）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸商工会議所会館
主　催／ 日本学術会議・日本測地学会・日本地震学会

ホームページ　http://iag-iaspei-2017.jp/

国際測地学協会及び国際地震学・地球内部物理学協会合同学術総会

日本ライセンス協会は、32の地域協会と１万人以上の会員を擁する国際的な団体である
Licensing Executives Society International（LESI）を構成する協会の一つで、技術、特許、
ノウハウ、商標、ソフトウェア、デジタルコンテンツなどを含む知的財産のライセンス、技術協力
等全般に関与している企業のトップマネージメント、リーダー、実務者、弁護士、弁理士などの法
律専門家に加えて、学界や官界などでこの分野に知識を持った有識者などから構成されています。
本年次大会は、神戸市にゆかりのある各界の権威者や研究者を招いて、技術移転、並びに
広く文化・社会環境など知的財産、ライセンスに影響のある問題について特別講演を聴講すると
共に、企業知財部門の方によるパネルディスカッションを行い、会員の自主的な研究団体である
ワーキンググループによる研究の発表を行います。併せて、上記のように異なったキャリアを持っ
た人達や、海外から参加されるLESIの他の地域協会の会員との間の親睦交流も図ります。

会　期／ 2017年7月14日（金）～15日（土）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
主　催／ 日本ライセンス協会

ホームページ　http://www.lesj.org/contents/japanese/06_1nen.html

2017年度（第40回）日本ライセンス協会 年次大会

第67回日本病院学会を7月に開催いたします。日本病院学会は、日本病院会が毎年開催し
ている学会です。医師だけでなく看護師、薬剤師、放射線技師、臨床工学技士、事務など病
院の全ての部門の人たちが集まります。今回のテーマは、「医療人育成ルネサンス」としました。
真に信頼される地域包括ケアを実現するには組織強化と人材育成が使命として課せられてい

ます。また、臨床の現場にはただ単に知識や技術のみを持った医療技術者ではなく、同時に医
療のプロとして患者に寄り添う心と覚悟を兼ね備えた医療人が求められています。医療技術者
の養成から真の医療人育成を昔の教育の良さと今の教育の良いところをうまく合わせて人材育
成について考えます。
特別講演も人材育成に多方面から光を当てます。また、ワークショップも充実させ、アクティ

ブに学べる学会とすべく準備を進めています。多くのご参加お待ちしております。

会　期／ 2017年7月20日（木）～21日（金）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
会　長／ 内藤 嘉之（社会医療法人 愛仁会 理事長）

ホームページ　http://www.c-linkage.co.jp/jha2017/

第67回日本病院学会
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〒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）
 各線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・（株）アシックス　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）

Conference & Exhibition
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第15回日本臨床腫瘍学会学術集会を神戸市にて開催いたします。今回のテーマは「最
適のがん医療　～いつでも、何処でも、誰にでも～」としました。がん対策基本法が施行
されて10年が経過した今、がん医療の均てん化がどこまで進んだのか、医療関係従事者、
研究者だけでなく患者様、一般市民の皆様とも議論して検証し、将来に向けた方策を探
りたいと思います。そのため会期中3日間、岡山大学鹿田キャンパス内にございます
Junko Fukutake Hallを一般市民に開放し、神戸会場のセッションの生中継を行うととも
に、岡山会場と神戸会場とを結んで意見交換ができるセッションの開催を計画しておりま
す。また、「領域横断的体系の継承」「グローバル化の更なる推進」「最新成果の公表と
情報共有」も学術集会の大きな柱として位置づけております。ぜひとも多数のご参加をい
ただき、明日へのがん医療の方策を見いだせる実りある学会になれば幸いです。

会　期／ 2017年7月27日（木）～29日（土）
会　場／ 【神戸会場】神戸国際展示場、神戸国際会議場、ポートピアホール　【岡山会場】Junko Fukutake Hall
会　長／ 谷本 光音（岡山大学 血液・腫瘍・呼吸器内科）

ホームページ　http://www.congre.co.jp/jsmo2017

第15回日本臨床腫瘍学会学術集会

国際測地学協会（IAG）及び国際地震学・地球内部物理学協会（IASPEI）は、ともに国際
科学会議（ICSU）に属する国際学会で、4年毎に国際測地学・地球物理学連合（IUGG）総
会に参加するほか、その中間年に独自の総会を開いています。　2017年は、IAGとIASPEIが
合同で神戸において学術総会を開くことになり、約70の国・地域から約1000人の参加が予定
されています。IAGは1983年東京大会以来34年ぶり、IASPEIは1985年東京大会以来32
年ぶりの日本開催となります。このような測地学・地震学に関する国際会議が、阪神・淡路大
震災を経験した神戸で開催されることは、世界各地から参加する専門家や、一般市民にとって
大きな意義があると思われます。専門家による国際会議に先立って、7月30日（日）には一般向
けの講演会も予定しております。

会　期／ 2017年7月30日（日）～8月4日（金）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸商工会議所会館
主　催／ 日本学術会議・日本測地学会・日本地震学会

ホームページ　http://iag-iaspei-2017.jp/

国際測地学協会及び国際地震学・地球内部物理学協会合同学術総会

日本ライセンス協会は、32の地域協会と１万人以上の会員を擁する国際的な団体である
Licensing Executives Society International（LESI）を構成する協会の一つで、技術、特許、
ノウハウ、商標、ソフトウェア、デジタルコンテンツなどを含む知的財産のライセンス、技術協力
等全般に関与している企業のトップマネージメント、リーダー、実務者、弁護士、弁理士などの法
律専門家に加えて、学界や官界などでこの分野に知識を持った有識者などから構成されています。
本年次大会は、神戸市にゆかりのある各界の権威者や研究者を招いて、技術移転、並びに
広く文化・社会環境など知的財産、ライセンスに影響のある問題について特別講演を聴講すると
共に、企業知財部門の方によるパネルディスカッションを行い、会員の自主的な研究団体である
ワーキンググループによる研究の発表を行います。併せて、上記のように異なったキャリアを持っ
た人達や、海外から参加されるLESIの他の地域協会の会員との間の親睦交流も図ります。

会　期／ 2017年7月14日（金）～15日（土）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
主　催／ 日本ライセンス協会

ホームページ　http://www.lesj.org/contents/japanese/06_1nen.html

2017年度（第40回）日本ライセンス協会 年次大会

第67回日本病院学会を7月に開催いたします。日本病院学会は、日本病院会が毎年開催し
ている学会です。医師だけでなく看護師、薬剤師、放射線技師、臨床工学技士、事務など病
院の全ての部門の人たちが集まります。今回のテーマは、「医療人育成ルネサンス」としました。
真に信頼される地域包括ケアを実現するには組織強化と人材育成が使命として課せられてい

ます。また、臨床の現場にはただ単に知識や技術のみを持った医療技術者ではなく、同時に医
療のプロとして患者に寄り添う心と覚悟を兼ね備えた医療人が求められています。医療技術者
の養成から真の医療人育成を昔の教育の良さと今の教育の良いところをうまく合わせて人材育
成について考えます。
特別講演も人材育成に多方面から光を当てます。また、ワークショップも充実させ、アクティ

ブに学べる学会とすべく準備を進めています。多くのご参加お待ちしております。

会　期／ 2017年7月20日（木）～21日（金）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
会　長／ 内藤 嘉之（社会医療法人 愛仁会 理事長）

ホームページ　http://www.c-linkage.co.jp/jha2017/

第67回日本病院学会

087673_CONVE_P13_P14

17030101スガ→030201スガ→030301スガ→030801スガ→031001スガ→031401スガ→032101スガ→032301スガ→



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

Conference & Exhibition
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一人でも多くの母子が母乳で育てられるようにと、「母乳育児の未来を語ろう」のテーマで母乳育児シンポジウムが神戸で開催されます。
8月の第1週は世界母乳週間です。世界中で母乳育児支援に関する行事やイベントが行われています。今年は神戸にて、開催します。

妊娠中は95％の母親が母乳育児を望んでいますが、1カ月での母乳率は約51％と半数です。母乳育児の重要性は世界的にも認知され
ており、将来の母子の健康に大きな影響を与えています。昨年、ＷＨＯ（世界保健機構）は国が積極的に進めることが重要であるとの考
えを出しました。母乳育児のスタートは分娩施設で始まりますので、産科医療、小児医療にかかわる方たちの役割が重要です。施設でど
のように、取り組むかなど、多くのヒントが得られるシンポジウムです。
毎年、多くの助産師、産科医、小児科医が参加していますし、このシンポジウムは市民も気軽に参加できる会です。
ぜひ、ご参加ください。

会　期／ 2017年8月5（土）～6日（日）
会　場／ 神戸国際展示場2号館
実行委員長／房 正規（加古川中央市民病院 副院長）　主　催／一般社団法人日本母乳の会

ホームページ　http://www.bonyu.or.jp

第26回母乳育児シンポジウム

兵庫県教育委員会では、数学・理科等の知識・理解をもとに、日常生活と関連付けながら活用する能力を磨き、科学好きの裾野を広げるた
めに、中学生を対象にした「数学・理科甲子園ジュニア」を実施しています。本大会は、「科学の甲子園ジュニア全国大会」の兵庫県予選と位
置付け、科学好きな中学生が集い、活躍できる場を提供するとともに、中学生の理数に対する興味・関心を高める機会としています。
当日は１チーム３名が協力し、数学・理科に関する問題（予選：筆記競技、決勝：実技競技）に挑戦します。また、理化学研究所計算科学
機構研究員によるスーパーコンピュータ「京」の仕組や活用方法、研究者の研究の様子などを紹介する講演等も予定しています。
実施についての詳しい内容は、兵庫県教育委員会義務教育課のホームページをご覧ください。（４月中旬掲載予定）

会　期／ 2017年８月１８日（金）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 兵庫県教育委員会

ホームページ　http://www.hyogo-c.ed.jp/̃gimu-bo/index.html

数学・理科甲子園ジュニア２０１７

i-CREATe（International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive 
Technology）は障害のある人々のQOL向上を願って医療関係者・教育者・設計者・エンジニア
などが一堂に会し、福祉用具やリハビリテーション工学の応用について科学的に議論する場です。
日本初開催となる今回、幸いにも第32回リハ工学カンファレンス（（一社）日本リハビリテーショ

ン工学協会主催）が同時開催されます。多くの当事者や専門家の参加を得て、当分野における
取組みを共有し、ロボットテクノロジーを含む日本発の優れた技術やシステムを各国の関係者にア
ピールする良い機会になるものと確信しています。

会　期／ 2017年8月22日（火）～24日（木）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 陳 隆明（兵庫県立福祉のまちづくり研究所 ロボットリハビリテーションセンター）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/i-create2017/

i-CREATe 2017 （第11回リハビリテーション工学・支援技術国際会議）

今年度は　「最先端テクノロジーを兵庫・神戸から世界に発信！！」を開催テーマに、西日本最大
級の産業総合展示会を開催します。また、「スマートコミュニティ ～次世代を支える環境・エネルギー
～」をテーマにした特別展示も実施します。たくさんのご出展並びにご来場をお待ちしております。

○出展分野　（成長産業／先端技術として）環境・エネルギー、健康・医療、航空・宇宙、ロボット、
ものづくり、IoT・IT、電気・電子、ライフスタイル（食品・住宅など）、地域振興・地場産業、グルー
プ出展、産学連携・支援機関、特別企画　他
○出展申込締切日　2017年6月2日（金）
○出展規模　前回実績　481社・団体、540小間（同時開催事業含む）
○同時開催（予定）　ひょうご環境ビジネス展、みなと元気メッセ2017、こうべしんきんビジネス
メッセ2017、たんぎん産業メッセ2017、にっしん輝きメッセ2017

会　期／ 2017年9月7日（木）～8日（金）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 国際フロンティア産業メッセ2017　実行委員会
 （事務局：（公財）新産業創造研究機構（NIRO））

ホームページ　https://www.kobemesse.com/

国際フロンティア産業メッセ2017

第9回国際水頭症脳脊髄液疾患学会（Hydrocephalus 2017 ）を神戸市で開催します。
本学会は、水頭症に関わる医療と研究の発展を目指した非営利国際学術団体であるInternational Society for 
Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disordersの年次学術集会として世界各地で開催されているものです。近
年、高齢者に歩行障害や認知症をもたらす特発性正常圧水頭症への関心が特に高まり、その領域における研究、医療
に大きく貢献している日本での開催になったものです。会議では、研究・診療をリードしている脳神経外科や神経内科など
の医師や研究者、臨床心理士、理学療法士、看護師などの水頭症の臨床に関わるもの、脳脊髄液研究に関わる研究
者などが集まり、多くの講演、研究発表と活発な討論が行われます。多くの方々の参加をお待ちしております。

会　期／ 2017年9月23日（土・祝）～9月25日（月）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 森 悦朗（東北大学 名誉教授・大阪大学 招聘教授）

ホームページ　http://hydrocephalus-meeting.com/2017/

第9回国際水頭症脳脊髄液疾患学会（Hydrocephalus 2017）

入場無料
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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

Conference & Exhibition

15 CONVENTION KOBE 16CONVENTION KOBE

一人でも多くの母子が母乳で育てられるようにと、「母乳育児の未来を語ろう」のテーマで母乳育児シンポジウムが神戸で開催されます。
8月の第1週は世界母乳週間です。世界中で母乳育児支援に関する行事やイベントが行われています。今年は神戸にて、開催します。

妊娠中は95％の母親が母乳育児を望んでいますが、1カ月での母乳率は約51％と半数です。母乳育児の重要性は世界的にも認知され
ており、将来の母子の健康に大きな影響を与えています。昨年、ＷＨＯ（世界保健機構）は国が積極的に進めることが重要であるとの考
えを出しました。母乳育児のスタートは分娩施設で始まりますので、産科医療、小児医療にかかわる方たちの役割が重要です。施設でど
のように、取り組むかなど、多くのヒントが得られるシンポジウムです。
毎年、多くの助産師、産科医、小児科医が参加していますし、このシンポジウムは市民も気軽に参加できる会です。
ぜひ、ご参加ください。

会　期／ 2017年8月5（土）～6日（日）
会　場／ 神戸国際展示場2号館
実行委員長／房 正規（加古川中央市民病院 副院長）　主　催／一般社団法人日本母乳の会

ホームページ　http://www.bonyu.or.jp

第26回母乳育児シンポジウム

兵庫県教育委員会では、数学・理科等の知識・理解をもとに、日常生活と関連付けながら活用する能力を磨き、科学好きの裾野を広げるた
めに、中学生を対象にした「数学・理科甲子園ジュニア」を実施しています。本大会は、「科学の甲子園ジュニア全国大会」の兵庫県予選と位
置付け、科学好きな中学生が集い、活躍できる場を提供するとともに、中学生の理数に対する興味・関心を高める機会としています。
当日は１チーム３名が協力し、数学・理科に関する問題（予選：筆記競技、決勝：実技競技）に挑戦します。また、理化学研究所計算科学
機構研究員によるスーパーコンピュータ「京」の仕組や活用方法、研究者の研究の様子などを紹介する講演等も予定しています。
実施についての詳しい内容は、兵庫県教育委員会義務教育課のホームページをご覧ください。（４月中旬掲載予定）

会　期／ 2017年８月１８日（金）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 兵庫県教育委員会

ホームページ　http://www.hyogo-c.ed.jp/̃gimu-bo/index.html

数学・理科甲子園ジュニア２０１７

i-CREATe（International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive 
Technology）は障害のある人々のQOL向上を願って医療関係者・教育者・設計者・エンジニア
などが一堂に会し、福祉用具やリハビリテーション工学の応用について科学的に議論する場です。
日本初開催となる今回、幸いにも第32回リハ工学カンファレンス（（一社）日本リハビリテーショ

ン工学協会主催）が同時開催されます。多くの当事者や専門家の参加を得て、当分野における
取組みを共有し、ロボットテクノロジーを含む日本発の優れた技術やシステムを各国の関係者にア
ピールする良い機会になるものと確信しています。

会　期／ 2017年8月22日（火）～24日（木）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 陳 隆明（兵庫県立福祉のまちづくり研究所 ロボットリハビリテーションセンター）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/i-create2017/

i-CREATe 2017 （第11回リハビリテーション工学・支援技術国際会議）

今年度は　「最先端テクノロジーを兵庫・神戸から世界に発信！！」を開催テーマに、西日本最大
級の産業総合展示会を開催します。また、「スマートコミュニティ ～次世代を支える環境・エネルギー
～」をテーマにした特別展示も実施します。たくさんのご出展並びにご来場をお待ちしております。

○出展分野　（成長産業／先端技術として）環境・エネルギー、健康・医療、航空・宇宙、ロボット、
ものづくり、IoT・IT、電気・電子、ライフスタイル（食品・住宅など）、地域振興・地場産業、グルー
プ出展、産学連携・支援機関、特別企画　他
○出展申込締切日　2017年6月2日（金）
○出展規模　前回実績　481社・団体、540小間（同時開催事業含む）
○同時開催（予定）　ひょうご環境ビジネス展、みなと元気メッセ2017、こうべしんきんビジネス
メッセ2017、たんぎん産業メッセ2017、にっしん輝きメッセ2017

会　期／ 2017年9月7日（木）～8日（金）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 国際フロンティア産業メッセ2017　実行委員会
 （事務局：（公財）新産業創造研究機構（NIRO））

ホームページ　https://www.kobemesse.com/

国際フロンティア産業メッセ2017

第9回国際水頭症脳脊髄液疾患学会（Hydrocephalus 2017 ）を神戸市で開催します。
本学会は、水頭症に関わる医療と研究の発展を目指した非営利国際学術団体であるInternational Society for 
Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disordersの年次学術集会として世界各地で開催されているものです。近
年、高齢者に歩行障害や認知症をもたらす特発性正常圧水頭症への関心が特に高まり、その領域における研究、医療
に大きく貢献している日本での開催になったものです。会議では、研究・診療をリードしている脳神経外科や神経内科など
の医師や研究者、臨床心理士、理学療法士、看護師などの水頭症の臨床に関わるもの、脳脊髄液研究に関わる研究
者などが集まり、多くの講演、研究発表と活発な討論が行われます。多くの方々の参加をお待ちしております。

会　期／ 2017年9月23日（土・祝）～9月25日（月）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 森 悦朗（東北大学 名誉教授・大阪大学 招聘教授）

ホームページ　http://hydrocephalus-meeting.com/2017/

第9回国際水頭症脳脊髄液疾患学会（Hydrocephalus 2017）

入場無料
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2017年9月25日（月）から27日（水）の3日間、神戸国際会議場において「日本味と匂学会第51回大会」を開催します。私どもは
1967年以来、基礎医学、理学、農学、工学、心理学、食品化学、等々、味と匂に関わる興味や目的をもった多彩な専門分野の
研究者や企業関係者が集まる、研究発表と交流のための大会を開いて、すでに半世紀を越えました。阪神淡路大震災で壊滅的な
被害を受けた、ここ神戸の街も元気を取り戻しました。北は六甲山、南は花と緑の淡路島、東に有馬・宝塚、西に国宝姫路城と見
どころに囲まれ、神戸ビーフに灘の生一本、宮水で入れた一杯のコーヒーもとてもおいしいです。9月27日（水）の午後には市民公開
講座も予定しています。是非ともこの機に神戸へお運びいただき、味と匂のサイエンスとともに、味と匂の実地検分もしていただきま
すように、六甲山麓の大会事務局（神戸大学理学研究科生物学専攻生体分子機構講座内）一同、お願い申し上げます。

会　期／ 2017年9月25日（月）～27日（水）
会　場／ 神戸国際会議場
大会委員長／ 尾崎まみこ　　主　催／ 日本味と匂学会

ホームページ　http://jasts_taikai.umin.jp/

日本味と匂学会第51回大会

Meet in Kobeのサービスメニュー
国際会議サポートサービス

Meet in Kobe主催者へのサービス
※印のサービスについては、「国際会議Ａ」についてのみ提供

 1. ポートピア’81記念基金補助金の交付
（会議開催総事業費の5％が上限）
※国際会議Ａについては会議開催補助金を１件あたり500万円まで交付、
国際会議Ｂについては200万円まで交付

 2. 開催準備資金の無利子貸付
（会議開催日の3年前より受付。１件あたり300万円まで）

※ 3. 主催者事前会場視察経費の一部負担（主催者1名）
  東京－新神戸間 往復新幹線代＋Meet in Kobe協賛ホテルでの１泊朝食付宿泊

※ 4. 会場看板代の一部負担
 5. レセプションでの乾杯用に 神戸ワインまたは地酒の提供
 6. コングレスバッグの提供（1会議につき不織布製バッグ500枚また

は紙製バッグ100枚まで無料。追加分は有償頒布）

 7. 海外からの参加者への記念品の提供
 8. 神戸プロモーションビデオ・画像の無料提供
 9. 当協会ウェブサイトに会議紹介ページ（日・英文）を掲載
 10. 通訳ボランティアスタッフの紹介
11.  公開講座開催の広報支援
 12. アトラクションの紹介
 13. エクスカーション用バス借上げ料の半額助成
  （2台まで/神戸市内の観光施設を見学する際の移動用バスが対象）

 14. 次期神戸開催会議のＰＲ活動の支援

Meet in Kobe参加者へのサービス

 1. 神戸空港・市街地とポートアイランドを結ぶポートライナ
ーの運賃を普通乗車運賃から50％割引

  （事前申込要。国際会議Ａは上限3,000枚、国際会議Ｂは上限1,000枚）

 2. 市街地と六甲アイランドを結ぶ六甲ライナーの運賃を普
通乗車運賃から50％割引

  （事前申込要。国際会議Ａは上限3,000枚、国際会議Ｂは上限1,000枚）

 3. 観光施設や買い物で割引優待のサービスが受けられる
VIPクーポンの提供

 4. 神戸観光ガイドマップの提供
 5. 神戸コンベンションセンター周辺マップの提供  
 6. 会場内での観光インフォメーションコーナーの設置

お問い合せは
（一財） 神戸国際観光コンベンション協会内 Meet in Kobe 事務局
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1　Tel. 078-303-0090　Fax. 078-302-6475
E-mail:info@kcva.or.jp　URL:http://www.kobe-convention.jp

適用条件などについては下記までお問い合わせください。
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2017年9月25日（月）から27日（水）の3日間、神戸国際会議場において「日本味と匂学会第51回大会」を開催します。私どもは
1967年以来、基礎医学、理学、農学、工学、心理学、食品化学、等々、味と匂に関わる興味や目的をもった多彩な専門分野の
研究者や企業関係者が集まる、研究発表と交流のための大会を開いて、すでに半世紀を越えました。阪神淡路大震災で壊滅的な
被害を受けた、ここ神戸の街も元気を取り戻しました。北は六甲山、南は花と緑の淡路島、東に有馬・宝塚、西に国宝姫路城と見
どころに囲まれ、神戸ビーフに灘の生一本、宮水で入れた一杯のコーヒーもとてもおいしいです。9月27日（水）の午後には市民公開
講座も予定しています。是非ともこの機に神戸へお運びいただき、味と匂のサイエンスとともに、味と匂の実地検分もしていただきま
すように、六甲山麓の大会事務局（神戸大学理学研究科生物学専攻生体分子機構講座内）一同、お願い申し上げます。

会　期／ 2017年9月25日（月）～27日（水）
会　場／ 神戸国際会議場
大会委員長／ 尾崎まみこ　　主　催／ 日本味と匂学会

ホームページ　http://jasts_taikai.umin.jp/

日本味と匂学会第51回大会

Meet in Kobeのサービスメニュー
国際会議サポートサービス

Meet in Kobe主催者へのサービス
※印のサービスについては、「国際会議Ａ」についてのみ提供

 1. ポートピア’81記念基金補助金の交付
（会議開催総事業費の5％が上限）
※国際会議Ａについては会議開催補助金を１件あたり500万円まで交付、
国際会議Ｂについては200万円まで交付

 2. 開催準備資金の無利子貸付
（会議開催日の3年前より受付。１件あたり300万円まで）

※ 3. 主催者事前会場視察経費の一部負担（主催者1名）
  東京－新神戸間 往復新幹線代＋Meet in Kobe協賛ホテルでの１泊朝食付宿泊

※ 4. 会場看板代の一部負担
 5. レセプションでの乾杯用に 神戸ワインまたは地酒の提供
 6. コングレスバッグの提供（1会議につき不織布製バッグ500枚また

は紙製バッグ100枚まで無料。追加分は有償頒布）

 7. 海外からの参加者への記念品の提供
 8. 神戸プロモーションビデオ・画像の無料提供
 9. 当協会ウェブサイトに会議紹介ページ（日・英文）を掲載
 10. 通訳ボランティアスタッフの紹介
11.  公開講座開催の広報支援
 12. アトラクションの紹介
 13. エクスカーション用バス借上げ料の半額助成
  （2台まで/神戸市内の観光施設を見学する際の移動用バスが対象）

 14. 次期神戸開催会議のＰＲ活動の支援

Meet in Kobe参加者へのサービス

 1. 神戸空港・市街地とポートアイランドを結ぶポートライナ
ーの運賃を普通乗車運賃から50％割引

  （事前申込要。国際会議Ａは上限3,000枚、国際会議Ｂは上限1,000枚）

 2. 市街地と六甲アイランドを結ぶ六甲ライナーの運賃を普
通乗車運賃から50％割引

  （事前申込要。国際会議Ａは上限3,000枚、国際会議Ｂは上限1,000枚）

 3. 観光施設や買い物で割引優待のサービスが受けられる
VIPクーポンの提供

 4. 神戸観光ガイドマップの提供
 5. 神戸コンベンションセンター周辺マップの提供  
 6. 会場内での観光インフォメーションコーナーの設置

お問い合せは
（一財） 神戸国際観光コンベンション協会内 Meet in Kobe 事務局
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1　Tel. 078-303-0090　Fax. 078-302-6475
E-mail:info@kcva.or.jp　URL:http://www.kobe-convention.jp

適用条件などについては下記までお問い合わせください。
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