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Kobe Portisland Topics

会議や展示会、イベント、セミナー等の神戸での開催をご検討されている皆様に、使いやすく・見やすく・分かりやす
い、神戸らしいホームページを目指してリニューアルします！
スマートフォン・タブレット端末からの閲覧はもちろん、神戸で開催されるイベントニュースの
発信や、開催規模（人数・広さ）にあった会場を検索できる「施設検索機能」や、映像・画像
コンテンツの提供など、常に新しい「神戸」を発信するポータルサイトとして、生まれ変わります。

ホームページをリニューアルします ！
神戸コンベンションセンター／神戸コンベンションビューロー

平成29年
10月末

（公開予
定）

ＨＰリニューアルの主なポイント

神戸コンベンションビューロー
神戸らしいデザインに一新し、グローバルMICE都市として世界から選ば
れる神戸の魅力、他都市にはない強みをお伝えします。1

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・神戸ポートピアホテル）
神戸コンベンションセンターは、1981年の竣工からこれまで、多くの国際
会議や医学会、イベントが開催されてきました。神戸での催事開催を検討
されているお客様に、神戸の魅力を知っていただきたく、これまでの開催
実績のご紹介ページを設けました。

1

新しいホームページでは、主催者様にとって必要な施設情報のほか、催事
の成功を支援するための様々なサポート・サービスメニューをわかりやすく
提供しております。

2

あらゆる催事の会場として選ばれる神戸国際会議場・神戸国際展示場の
魅力を多くの方に発信するため、スマートフォンやタブレット等、様々な
端末からの閲覧に対応しました。

3

神戸国際会議場・神戸国際展示場でお過ごしいただく時間を、より充実していただきたく、周辺レストランや神戸で開催
されるイベント情報など、ご来場いただく参加者様向けのページを設けました。4

世界の主催者様、ミーティングプランナーの皆様からリクエストの多い、
神戸ならではのプランニングを各種揃えました。海と山に囲まれた豊かな
自然の中での体験プログラムやエクスカーション、ユニークベニューでの
レセプションなど、MICEを彩るプランニング情報をお伝えします。

2

神戸での開催実現に向けたプロモーション映像や、さまざまな顔をもつ
神戸を切り取った写真など、神戸の魅力を強力に発信する各種素材を
ご提供するページを設けました。

3

MICEを支援する「Meet in Kobe」協賛社の皆様を主催者様・参加者様に素早くご紹介、表示もわかりやすくなります。5

神戸は、市内最大規模の神戸国際会議場・神戸国際展示場をはじめ、さまざまな用途に対応可能な施設を、多数有し
ています。神戸での開催を検討されているお客様や、大規模な催事のご予定があるお客様が簡単に施設を検索できる、
「施設検索機能」を設けました。

4

国においては、地方創生の一環として、「観光地経営」の視点に立った地域のかじ取り役として多様な関係者と
協同しながら観光地域づくりを担う法人である「世界水準の※ＤＭＯ」を2020年までに全国で100組織形成する
目標の実現に取り組んでいます。
こうした中、神戸市は、「神戸ＤＭＯ（仮称）検討委員会」を昨年８月より開催し、宿泊・観光事業者をはじめ、
生活文化産業、商業、農漁業等の幅広い分野の事業者や有識者などから意見を聴取し、神戸ＤＭＯ（仮称）構築
に向けた提言をいただきました。
本提言を踏まえ、今年度からは、市の観光部門の一部を（一財）神戸国際観光コンベンション協会（以下「協会」。）
に移管し、「面的観光の充実による滞在型観光の促進」、「民間と行政が観光戦略を共有し実行できる体制づくり」
「新たな観光コンテンツ開発と地域ぐるみの『おもてなし』の充実」の３つの視点から、神戸ＤＭＯ（仮称）設立に
向けた準備を進めています。
この一環として、神戸ＤＭＯ（仮称）の名称及び会長の人選について、理事、評議員など関係者間でのコンセ
ンサスが得られたことから、９月20日の神戸市長定例会見において発表を行いました。今後、協会を改組し、
理事会、評議員会などの必要な手続きを経て正式に決定し、年内を目途に新組織の設立を目指します。
（※ＤＭＯ：Destination Management / Marketing Organizationの略。観光地経営法人）

１．新組織の名称について

（一財）神戸観光局

２．神戸観光局の代表（会長）予定者

株式会社アシックス 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ　尾山　基　氏
1951年生まれ。
日商岩井株式会社（現、双日株式会社）を経て、1982年に株式会社
アシックスに入社。
アシックスヨーロッパB.V.代表取締役社長、マーケティング統括部長
などを歴任され、2008年に代表取締役社長に就任。2017年3月より
現職。（66歳）

３．神戸観光局における事業展開
⑴　神戸観光局の事業展開の方向性

国内外におけるブランド力の強化、特に今後も増加が期待されるインバウンドにおける訪問者・宿泊者の
増加をはかるという観点から、従来の取組みに加え、神戸観光局では以下の事業を展開します。
① マーケティングに基づく観光戦略の推進
② 公民連携による新たなコンテンツ開発と地域ぐるみのおもてなしの充実
③ 周辺都市（神戸隣接市町等）を含む神戸観光圏としてのプロモーション展開
④ ゴールデンスポーツイヤーズ
（2019年：ラグビーワールドカップ、2020年：東京オリンピック・パラリンピック、2021年：関西ワール
ドマスターズゲームズ）を見据えたスポーツツーリズムの展開等

⑵　アドバイザーの起用
「マーケティング及びインバウンド誘致戦略」等、神戸観光局で強化を図るべき分野について、専門的な
知識・ノウハウを持つ民間人材を、会長を補佐する「アドバイザー」として、新たに起用する予定です。
（人選については、今後、会長と協議のうえ決定します）

神戸DMO（仮称）の設立について

※完成イメージ

※完成イメージ

こうべかんこうきょく

おやま もとい
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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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海外から約100ヶ国 2,000名のインターネットの関係者が参加する2019年の大型国際会議「ICANN64」（アイキャン）の
神戸誘致が成功しました。日本での開催は約20年ぶりとなります。海外ではアジア太平洋地域から数都市、国内では神
戸の他に京都、福岡、札幌が候補地として手をあげた中、昨年11月に開催されたMICE専門見本市での商談や提案書の提
出、3度に渡る現地視察の結果、神戸市のアクセス、施設、受け入れ体制等、MICE都市としてのポテンシャルが高く評価さ
れ決定にいたりました。
ICANNはインターネットのドメイン名やIPアドレスなどのインターネットの重要資源を全世界的に管理しているアメリカ
の非営利法人で、年に3度国際会議を開催しています。会議では、高度なIT技術を駆使して約1週間もの間、多方面（技術、
ビジネス、法律、市民社会等）の関係者による活発な議論が行われます。本会議の開催を通して、インターネット分野にお
ける研究レベルの底上げや、神戸市への高い経済波及効果が期待されます。

*MICE: Meeting（企業等の会議）、Incentive Travel(企業等の行う報奨・研修旅行)、Convention(国際機関・団体、学会等が行う
国際会議）、Exhibition/Event(展示会・見本市、イベント）の頭文字であり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなど

大型国際会議「ICANN64」の
神戸誘致が成功しました！

平成31（2019）年3月9日（土曜）～14日（木曜）

開催日程1

神戸コンベンションセンター
（神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル）

開催場所2

2,500名（内海外2,000名） 
約100ヶ国（アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ等）

参加予定人数3

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）

主催団体4

一般社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター（JPNIC）が主体となって招致を実行したが、
開催に向けて関係団体・企業を中心に実行委員会が組成される予定

ローカルホスト5

平成29年(2017年)3月、日本政府観光局(JNTO)は、コンベンション推進機関から推薦された候補者から8名の方々を、
「MICE誘致アンバサダー」として認定しました。
その1人として、神戸大学大学院農学研究科 教授 芦田 均先生が選ばれました。今後、観光庁とJNTOとともに、芦田先
生の国際会議の誘致活動に対して支援を行い、日本・神戸に誘致していきます。

神戸大学 芦田教授「MICE誘致アンバサダー」
に決定！

MICE誘致アンバサダーとは
関連分野の学会・協会に対して国内外で強い影響力を有し、当該分野の代表
的存在かつ国際的なネットワークを有する方々。JNTOにより認定され、日本の国
際会議開催の意義に対する理解度の向上、並びに海外における日本のプレゼン
ス向上を目的として、日本の広報活動や国際会議の誘致活動を行う。　
プログラムは平成 25 年に発足し、現在までに合計 47 名が認定されている。

MICE誘致アンバサダー

芦田　均 先生
神戸大学大学院農学研究科 教授

・日本フードファクター学会理事長
・日本栄養・食糧学会業務執行理事
・日本ポリフェノール学会理事
・英国王立化学会のフェロー
・2016 年日本栄養・食糧学会賞受賞

※画像（ICANNが撮影）の提供はクリエイティブ・コモンズ表示 - 
継承 2.0 一般（CC BY-SA 2.0）ライセンスによる

※画像：https://www.flickr.com/photos/icann/35843480073/　※ライセンス：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.ja

2019年に栄養補助食品・機能性食品国際学
会 （ISNFF）と国際食品因子学会（ICoFF）の
神戸開催が決定しており、これに引き続いてポリ
フェノールと健康国際会議（ICPH）を誘致中。
各学会初となる「３学会合同開催」が実現する
と、世界各国から食品化学の研究者が集い、相互
の密なネットワーク構築が期待される国際会議
となる。

誘 致
案 件

ポリフェノールと
健康国際会議（ICPH）
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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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海外から約100ヶ国 2,000名のインターネットの関係者が参加する2019年の大型国際会議「ICANN64」（アイキャン）の
神戸誘致が成功しました。日本での開催は約20年ぶりとなります。海外ではアジア太平洋地域から数都市、国内では神
戸の他に京都、福岡、札幌が候補地として手をあげた中、昨年11月に開催されたMICE専門見本市での商談や提案書の提
出、3度に渡る現地視察の結果、神戸市のアクセス、施設、受け入れ体制等、MICE都市としてのポテンシャルが高く評価さ
れ決定にいたりました。
ICANNはインターネットのドメイン名やIPアドレスなどのインターネットの重要資源を全世界的に管理しているアメリカ
の非営利法人で、年に3度国際会議を開催しています。会議では、高度なIT技術を駆使して約1週間もの間、多方面（技術、
ビジネス、法律、市民社会等）の関係者による活発な議論が行われます。本会議の開催を通して、インターネット分野にお
ける研究レベルの底上げや、神戸市への高い経済波及効果が期待されます。

*MICE: Meeting（企業等の会議）、Incentive Travel(企業等の行う報奨・研修旅行)、Convention(国際機関・団体、学会等が行う
国際会議）、Exhibition/Event(展示会・見本市、イベント）の頭文字であり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなど

大型国際会議「ICANN64」の
神戸誘致が成功しました！

平成31（2019）年3月9日（土曜）～14日（木曜）

開催日程1

神戸コンベンションセンター
（神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル）

開催場所2

2,500名（内海外2,000名） 
約100ヶ国（アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ等）

参加予定人数3

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）

主催団体4

一般社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター（JPNIC）が主体となって招致を実行したが、
開催に向けて関係団体・企業を中心に実行委員会が組成される予定

ローカルホスト5

平成29年(2017年)3月、日本政府観光局(JNTO)は、コンベンション推進機関から推薦された候補者から8名の方々を、
「MICE誘致アンバサダー」として認定しました。
その1人として、神戸大学大学院農学研究科 教授 芦田 均先生が選ばれました。今後、観光庁とJNTOとともに、芦田先
生の国際会議の誘致活動に対して支援を行い、日本・神戸に誘致していきます。

神戸大学 芦田教授「MICE誘致アンバサダー」
に決定！

MICE誘致アンバサダーとは
関連分野の学会・協会に対して国内外で強い影響力を有し、当該分野の代表
的存在かつ国際的なネットワークを有する方々。JNTOにより認定され、日本の国
際会議開催の意義に対する理解度の向上、並びに海外における日本のプレゼン
ス向上を目的として、日本の広報活動や国際会議の誘致活動を行う。　
プログラムは平成 25 年に発足し、現在までに合計 47 名が認定されている。

MICE誘致アンバサダー

芦田　均 先生
神戸大学大学院農学研究科 教授

・日本フードファクター学会理事長
・日本栄養・食糧学会業務執行理事
・日本ポリフェノール学会理事
・英国王立化学会のフェロー
・2016 年日本栄養・食糧学会賞受賞

※画像（ICANNが撮影）の提供はクリエイティブ・コモンズ表示 - 
継承 2.0 一般（CC BY-SA 2.0）ライセンスによる

※画像：https://www.flickr.com/photos/icann/35843480073/　※ライセンス：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.ja

2019年に栄養補助食品・機能性食品国際学
会 （ISNFF）と国際食品因子学会（ICoFF）の
神戸開催が決定しており、これに引き続いてポリ
フェノールと健康国際会議（ICPH）を誘致中。
各学会初となる「３学会合同開催」が実現する
と、世界各国から食品化学の研究者が集い、相互
の密なネットワーク構築が期待される国際会議
となる。

誘 致
案 件

ポリフェノールと
健康国際会議（ICPH）
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阪神・淡路大震災から間もない1998年、当時、神戸市立中央市
民病院長だった井村裕夫氏（現：先端医療振興財団名誉理事長、
元京都大学総長）が中心となり、研究機関や医療機関、医療関連
企業・団体を集め、医療・バイオの基礎研究から臨床応用、実用
化までの一体的な仕組みづくりを構築すると共に、医薬品や医療
機器などの成長産業が育ちやすい環境を目指して始まりました。
それから約20年が経過した現在では、理化学研究所をはじめ
様々な企業・団体が進出し、平成29年7月末時点で、その数は330
を超え、雇用者数は9,000人を数える日本最大級の「医療産業ク
ラスター」に成長しています。2005年度には409億円だった神戸
市内への経済効果も2015年度には1,500億円を超えるなど、着実
に成長を続けています。

Kobe Portisland Topics

「神戸医療産業都市」
“構想から20年、医療の未来を目指して”

神戸医療産業都市

神戸医療産業都市におけるその他の新たな施設

神戸医療産業都市はこの20年で大きく発展してきました。
　医療機器分野では進出企業による製品開発が進み、伴走的な支援を開始した2013年以降、2017年7月末時点ですでに14件
が製品化しています。また、川崎重工業(株)とシスメックス(株)が共同で設立した(株)メディカロイドは、2019年度に「手術支援ロ
ボット」を商品化する予定で、今後さらに期待が高まります。
さらに、スーパーコンピュータ「京」を用いたシミュレーション開発技術の促進により、創薬イノベーション拠点としてのポテン
シャルを発揮しているほか、近年では、休養・栄養・運動といった市民の生活に身近なヘルスケア分野においても研究領域を広げ
ており、企業と研究者の製品開発・事業化に対し、市民にモニターとして参画してもらう産学民協働による「ヘルスケアサービス開
発支援事業」を進めています。
再生医療の分野では、既に先進医療とされている角膜の再生をはじめ、脳梗塞に対する細胞治療や膝軟骨、鼓膜、声帯、下肢血
管、骨、網膜の再生医療についても現在研究が進められており、これらの先進的な治療を安全に早く患者へ提供できるように研究
が進められています。
そのような再生医療の中でも、近年注目されているのが、iPS細胞を用いた再生医療の取り組みです。

20年目を迎えて

先端医療振興財団と理化学研究所多細胞システム形成研究センター（CDB）は、2014年9月、髙橋政代プロジェクトリーダーを
中心に、目の難病患者本人の皮膚から採取した人工多能性幹細胞（iPS細胞）を使った網膜細胞の移植手術を世界で初めて実施し
ました。さらに、2016年6月、神戸市立医療センター中央市民病院、CDBなどの4機関が他人のiPS細胞を使った「他家移植」につい
ての臨床研究を開始し、2017年3月、こちらも世界初となる移植手術が実施されました。「他家移植」は、患者本人の細胞を移植す
る「自家移植」と比べて、移植までの期間の大幅な短縮、費用の削減が見込めるため、iPS細胞を用いた再生医療の実用化に大き
く貢献するものと期待されています。
現在、神戸市では、眼科領域における標準医療を幅広く高いレベルで提供するとともに網膜治療をはじめとする再生医療等の
迅速な実用化により、最先端の医療を世界に先駆けて提供する施設として、2017年11月竣工を目標に「神戸アイセンター」の整備
を進めています。
「神戸アイセンター」の特徴は、基礎研究から臨床応用、治療、リハビリ、就労支援まで、眼の問題についてトータルで対応する
施設であるという点です。「研究所」「細胞培養施設（CPC）」「病院」「ロービジョンケア」という４つの異なる機能が緊密に連携
することにより、眼科領域における患者を幅広く受け入れるワンストップセンターを目指します。

基礎研究からリハビリまでを一体に ― 注目を集める「神戸アイセンター」

神戸医療産業都市が展開されているポートアイランドには、充実したコンベンション施設も整備されており、神戸国際会議場、
神戸国際展示場等において、毎年、多くの医学関連学会が開催されています。平成28年度には、約170件の医学関連学会が開催
されました。

多くの学会も開催

今後、神戸医療産業都市は、研究機関や大学、企業、高度専門病院群、スーパーコンピュータなど多様な基盤の集積を活かして、
クラスター内の交流・融合を強化することで、高度医療の実現や産業化の促進など、神戸発の「新たなイノベーション」の創出を促
していきます。

これから

2017年4月開院。がんに関する先進的な医療の提供や次世代医療、新規医療機器
の研究・開発、医療教育を行う一体型施設を設置することで、地域の医療体制の充
実をはかります。

○神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター（ICCRC）

2017年4月供用開始。医療関連企業の集積が進む中、創薬ベンチャーなど、さらな
るラボの需要に対応すべく、整備したレンタルラボ施設。製薬関連企業や創薬ベン
チャーなどの研究に対応したウェットラボスペース、再生医療等の製品開発にも対応
可能な細胞培養対応ラボスペース、ポスト「京」の開発・研究スペースを整備していま
す。

○神戸医療イノベーションセンター（KCMI）

2017年12月頃開設予定。兵庫県立こども病院と一体となって、小児がん患者に対
し、発育・発達障害、二次がん等のリスクが少なく治療効果の高い陽子線治療を提
供するとともに、成人のがん患者に対しても近隣の医療機関と連携し、高度な陽子
線治療を提供します。

○神戸陽子線センター

神戸陽子線センター　イメージパース

アイセンター　完成イメージ アイセンター　２階イメージ アイセンター　５階イメージ
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阪神・淡路大震災から間もない1998年、当時、神戸市立中央市
民病院長だった井村裕夫氏（現：先端医療振興財団名誉理事長、
元京都大学総長）が中心となり、研究機関や医療機関、医療関連
企業・団体を集め、医療・バイオの基礎研究から臨床応用、実用
化までの一体的な仕組みづくりを構築すると共に、医薬品や医療
機器などの成長産業が育ちやすい環境を目指して始まりました。
それから約20年が経過した現在では、理化学研究所をはじめ
様々な企業・団体が進出し、平成29年7月末時点で、その数は330
を超え、雇用者数は9,000人を数える日本最大級の「医療産業ク
ラスター」に成長しています。2005年度には409億円だった神戸
市内への経済効果も2015年度には1,500億円を超えるなど、着実
に成長を続けています。

Kobe Portisland Topics

「神戸医療産業都市」
“構想から20年、医療の未来を目指して”

神戸医療産業都市

神戸医療産業都市におけるその他の新たな施設

神戸医療産業都市はこの20年で大きく発展してきました。
　医療機器分野では進出企業による製品開発が進み、伴走的な支援を開始した2013年以降、2017年7月末時点ですでに14件
が製品化しています。また、川崎重工業(株)とシスメックス(株)が共同で設立した(株)メディカロイドは、2019年度に「手術支援ロ
ボット」を商品化する予定で、今後さらに期待が高まります。
さらに、スーパーコンピュータ「京」を用いたシミュレーション開発技術の促進により、創薬イノベーション拠点としてのポテン
シャルを発揮しているほか、近年では、休養・栄養・運動といった市民の生活に身近なヘルスケア分野においても研究領域を広げ
ており、企業と研究者の製品開発・事業化に対し、市民にモニターとして参画してもらう産学民協働による「ヘルスケアサービス開
発支援事業」を進めています。
再生医療の分野では、既に先進医療とされている角膜の再生をはじめ、脳梗塞に対する細胞治療や膝軟骨、鼓膜、声帯、下肢血
管、骨、網膜の再生医療についても現在研究が進められており、これらの先進的な治療を安全に早く患者へ提供できるように研究
が進められています。
そのような再生医療の中でも、近年注目されているのが、iPS細胞を用いた再生医療の取り組みです。

20年目を迎えて

先端医療振興財団と理化学研究所多細胞システム形成研究センター（CDB）は、2014年9月、髙橋政代プロジェクトリーダーを
中心に、目の難病患者本人の皮膚から採取した人工多能性幹細胞（iPS細胞）を使った網膜細胞の移植手術を世界で初めて実施し
ました。さらに、2016年6月、神戸市立医療センター中央市民病院、CDBなどの4機関が他人のiPS細胞を使った「他家移植」につい
ての臨床研究を開始し、2017年3月、こちらも世界初となる移植手術が実施されました。「他家移植」は、患者本人の細胞を移植す
る「自家移植」と比べて、移植までの期間の大幅な短縮、費用の削減が見込めるため、iPS細胞を用いた再生医療の実用化に大き
く貢献するものと期待されています。
現在、神戸市では、眼科領域における標準医療を幅広く高いレベルで提供するとともに網膜治療をはじめとする再生医療等の
迅速な実用化により、最先端の医療を世界に先駆けて提供する施設として、2017年11月竣工を目標に「神戸アイセンター」の整備
を進めています。
「神戸アイセンター」の特徴は、基礎研究から臨床応用、治療、リハビリ、就労支援まで、眼の問題についてトータルで対応する
施設であるという点です。「研究所」「細胞培養施設（CPC）」「病院」「ロービジョンケア」という４つの異なる機能が緊密に連携
することにより、眼科領域における患者を幅広く受け入れるワンストップセンターを目指します。

基礎研究からリハビリまでを一体に ― 注目を集める「神戸アイセンター」

神戸医療産業都市が展開されているポートアイランドには、充実したコンベンション施設も整備されており、神戸国際会議場、
神戸国際展示場等において、毎年、多くの医学関連学会が開催されています。平成28年度には、約170件の医学関連学会が開催
されました。

多くの学会も開催

今後、神戸医療産業都市は、研究機関や大学、企業、高度専門病院群、スーパーコンピュータなど多様な基盤の集積を活かして、
クラスター内の交流・融合を強化することで、高度医療の実現や産業化の促進など、神戸発の「新たなイノベーション」の創出を促
していきます。

これから

2017年4月開院。がんに関する先進的な医療の提供や次世代医療、新規医療機器
の研究・開発、医療教育を行う一体型施設を設置することで、地域の医療体制の充
実をはかります。

○神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター（ICCRC）

2017年4月供用開始。医療関連企業の集積が進む中、創薬ベンチャーなど、さらな
るラボの需要に対応すべく、整備したレンタルラボ施設。製薬関連企業や創薬ベン
チャーなどの研究に対応したウェットラボスペース、再生医療等の製品開発にも対応
可能な細胞培養対応ラボスペース、ポスト「京」の開発・研究スペースを整備していま
す。

○神戸医療イノベーションセンター（KCMI）

2017年12月頃開設予定。兵庫県立こども病院と一体となって、小児がん患者に対
し、発育・発達障害、二次がん等のリスクが少なく治療効果の高い陽子線治療を提
供するとともに、成人のがん患者に対しても近隣の医療機関と連携し、高度な陽子
線治療を提供します。

○神戸陽子線センター

神戸陽子線センター　イメージパース

アイセンター　完成イメージ アイセンター　２階イメージ アイセンター　５階イメージ
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6日（金）～7日（土）

11日（水）～13日（金）

18日（水）～19日（木）

26日（木）～28日（土）

27日（金）～29日（日）

４日（土）～５日（日）

８日（水）～１０日（金）

11日（土）～12日（日）

15日（水）～18日（土）

第21回WDFワールドカップ2017神戸大会

第58回日本母性衛生学会総会・学術集会

日本国際政治学会2017年度研究大会

「技能グランプリ＆フェスタ2017」

第52回 全国学童保育研究集会 

第76回全国産業安全衛生大会

第31回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会

日本人類遺伝学会 第62回大会
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Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT)

一般財団法人　日本国際政治学会

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

中央労働災害防止協会

日本耳鼻咽喉科学会

一般社団法人日本PDA製薬学会

サンケイスポーツ・産経新聞社

株式会社 公文教育研究会　

会長　若林 整（国立大学法人東京工業大学）

主催　日本植物病理学会大会開催地実行委員会

神戸国際会議場
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神戸国際会議場
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神戸国際会議場
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全国学童保育連絡協議会
兵庫県学童保育連絡協議会

大会長　戸田 達史
（東京大学大学院医学系研究科 神経内科学 教授）

一般社団法人JSFD（日本ダーツ連盟）
WDF（世界ダーツ連盟）
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第158回 2018春 
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

EMECR2017 
(1st International Conference on Energy 
 and Material Efficiency and CO2 
 Reduction in the Steel Industry)

CCT2017 (Complex Cardiovascular 
Therapeutics 2017)

19日（日）

24日（金）～25日（土）

28日（火）～29日（水）

18日（日）～23日（金）

10日（土）

13日（火）～16日（金）

25日（日）～27日（火）

第7回神戸マラソン

第27回日本臨床内分泌代謝Update

日本PDA製薬学会第24回年会

第38回国際ウミガメシンポジウム

第39回公文指導者研究大会

第117回近畿救急医学会

平成30年度日本植物病理学会大会
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神戸国際会議場

神戸国際会議場

会　期 名　称 会　場 分類会長・主催者または事務局

会長　鴻野 公伸
（兵庫県立西宮病院 副院長兼救命救急センター長）

会長　松沢 義将
（日本ウミガメ協議会／神戸市立須磨海浜水族園）

兵庫県・神戸市 ・兵庫県教育委員会 ・
神戸市教育委員会 ・（一財）兵庫陸上競技協会

会長　杉本 利嗣
（島根大学医学部内科学講座 内科学第一 教授）

第40回日本分子生物学会年会
　年会長　篠原 彰（大阪大学蛋白質研究所）

第90回日本生化学会大会
　会頭　大野 茂男（横浜市立大学医学部）

神戸国際会議場
神戸国際展示場

アリストンホテル神戸
神戸商工会議所

神戸国際会議場
神戸国際展示場

他

神戸国際会議場
神戸国際展示場

EDTM2018
(The 2nd Electron Devices Technology
 and Manufacturing Conference)

ConBio2017
（2017年度 生命科学系学会合同年次大会）

2018 ユニセフカップ
神戸バレンタイン・ラブラン
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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）

会　期／ 2017年10月26日（木）～28日（土）
会　場／ 神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル
主　催／ Complex Cardiovascular Therapeutics （CCT）

09 CONVENTION KOBE 10CONVENTION KOBE

Conference & Exhibition

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5,272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。

ホームページ　http://www.cct.gr.jp/

Complex Cardiovascular Therapeutics （CCT） 2017

2017年10月～2018年3月　神戸開催の国内、国際会議・展示イベント

日本初開催となりますダーツのワールドカップです。WDFワールドカップ
は1977年ロンドン大会から奇数年に開催されてきました。世界から30を
超える国の代表選手が神戸に集い競技します。日本ではまだまだマイナー
競技としての認識ですが、欧米ではゴールデンアワーに放映されるメジャー
競技です。世界水準の競技をぜひ目の当たりにしてください。日本代表
への応援もよろしくお願いします。WDFワールドカップは男子、女子、そ
してユース（U18）の３つのワールドカップの同時開催します。2021年の
ワールドマスターズ（関西開催）での競技化も目指しています。2024年
にはオリンピック競技化も視野に入れて世界中で活動しています。ぜひご
来場ください。（ウエブより観戦希望申込ください。・無料）

会　期／ 2017年10月3日（火）～8日（日）
会　場／ 神戸国際展示場3号館、神戸ポートピアホテル
主　催／ WDF（世界ダーツ連盟）、一般社団法人JSFD（日本ダーツ連盟）

ホームページ　http://worldcup-darts.jp

第21回WDFワールドカップ2017神戸大会

地球環境保護の観点から二酸化炭素排出の削減、資源の有効利用からエネルギー・材料の高効率
な利用は将来社会に重要です。製鉄産業はエネルギーを多く利用し低炭素化に対して責務と、同時に
大きな貢献可能性を持つ分野です。日本の製鉄産業は世界最高水準のエネルギー、資源効率を誇り、
この課題解決におけるリーダーといえます。この度、この課題を主テーマとした先進的な本会議の第1
回を日本が主催いたします。製鉄プロセスの二酸化炭素排出削減のための省エネルギー技術、二酸化
炭素の回収・再資源化技術、さらには炭素循環型の未来製鉄システムにいたる様々な低炭素技術に
ついて世界中の研究者が集まり討論します。
本会議で取り上げる技術群の社会波及効果は大きく、製鉄産業のみならず、あらゆるエネルギー消
費型産業にも貢献するものです。このため社会インパクトの大きな国際会議になると期待されております。
皆様のご来訪を歓迎いたします。

会　期／ 2017年10月11日（水）～13日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 一般社団法人日本鉄鋼協会

ホームページ　http://www.emecr2017.com/

第1回エネルギー・材料高効率利用と低炭素化に関する製鉄国際会議（EMECR2017, 1st International Conference on Energy and Material Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry）

西日本最大級の靴の展示会として、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１５８回目を迎えることになりました。今やこの神戸になくてはならないイベントに成長してきました。
「シューズの街神戸」として親しまれてきた地元の靴メーカーを中心に、全国各地からも靴関連企業やアパ
レル企業が多数出展しており、それらを求めて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10月18日（水）～19日（木）
会　場／ 神戸国際展示場２号館
主　催／ 日本グランドシューズコレクション
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/

第158回2018春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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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）

会　期／ 2017年10月26日（木）～28日（土）
会　場／ 神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル
主　催／ Complex Cardiovascular Therapeutics （CCT）
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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5,272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。

ホームページ　http://www.cct.gr.jp/

Complex Cardiovascular Therapeutics （CCT） 2017

2017年10月～2018年3月　神戸開催の国内、国際会議・展示イベント

日本初開催となりますダーツのワールドカップです。WDFワールドカップ
は1977年ロンドン大会から奇数年に開催されてきました。世界から30を
超える国の代表選手が神戸に集い競技します。日本ではまだまだマイナー
競技としての認識ですが、欧米ではゴールデンアワーに放映されるメジャー
競技です。世界水準の競技をぜひ目の当たりにしてください。日本代表
への応援もよろしくお願いします。WDFワールドカップは男子、女子、そ
してユース（U18）の３つのワールドカップの同時開催します。2021年の
ワールドマスターズ（関西開催）での競技化も目指しています。2024年
にはオリンピック競技化も視野に入れて世界中で活動しています。ぜひご
来場ください。（ウエブより観戦希望申込ください。・無料）

会　期／ 2017年10月3日（火）～8日（日）
会　場／ 神戸国際展示場3号館、神戸ポートピアホテル
主　催／ WDF（世界ダーツ連盟）、一般社団法人JSFD（日本ダーツ連盟）

ホームページ　http://worldcup-darts.jp

第21回WDFワールドカップ2017神戸大会

地球環境保護の観点から二酸化炭素排出の削減、資源の有効利用からエネルギー・材料の高効率
な利用は将来社会に重要です。製鉄産業はエネルギーを多く利用し低炭素化に対して責務と、同時に
大きな貢献可能性を持つ分野です。日本の製鉄産業は世界最高水準のエネルギー、資源効率を誇り、
この課題解決におけるリーダーといえます。この度、この課題を主テーマとした先進的な本会議の第1
回を日本が主催いたします。製鉄プロセスの二酸化炭素排出削減のための省エネルギー技術、二酸化
炭素の回収・再資源化技術、さらには炭素循環型の未来製鉄システムにいたる様々な低炭素技術に
ついて世界中の研究者が集まり討論します。
本会議で取り上げる技術群の社会波及効果は大きく、製鉄産業のみならず、あらゆるエネルギー消
費型産業にも貢献するものです。このため社会インパクトの大きな国際会議になると期待されております。
皆様のご来訪を歓迎いたします。

会　期／ 2017年10月11日（水）～13日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 一般社団法人日本鉄鋼協会

ホームページ　http://www.emecr2017.com/

第1回エネルギー・材料高効率利用と低炭素化に関する製鉄国際会議（EMECR2017, 1st International Conference on Energy and Material Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry）

西日本最大級の靴の展示会として、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１５８回目を迎えることになりました。今やこの神戸になくてはならないイベントに成長してきました。
「シューズの街神戸」として親しまれてきた地元の靴メーカーを中心に、全国各地からも靴関連企業やアパ
レル企業が多数出展しており、それらを求めて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10月18日（水）～19日（木）
会　場／ 神戸国際展示場２号館
主　催／ 日本グランドシューズコレクション
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/

第158回2018春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

096451_CONVE_P09_P10

17070601スガ→081601スガ→081701スガ→081801スガ→082601スガ→092101スガ→



Conference & Exhibition

11 CONVENTION KOBE 12CONVENTION KOBE

安全衛生活動に携わる方々が、その改善事例や研究成果を発表し合う情報交流の場である「全国産業安全衛生大会」は、昭和７年から始ま
り今年で７６回目となります。
今年は「安全・健康の未来を拓こう　神戸から」をテーマとし、開港１５０年を迎え日本の数多くの新機軸を開いてきた神戸で開催いたします。
８日の総合集会では、理化学研究所の髙橋政代氏による特別講演を行い、９日と１０日の分科会では、北京五輪メダリストの朝原宜治氏によ
る講演（９日）、２０００年ノーベル化学賞受賞の白川英樹氏による講演（１０日）や事業場の研究発表や事例報告のほか１２分科会２５０を超える
多彩なプログラムを用意しています。
また、本大会の開催に併せ、安全衛生保護具などの展示を行う「緑十字展２０１７－働く人の安心づくりフェア in 神戸－」を神戸国際展示場
で同時開催いたします。
安全衛生活動に携わる多くの皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ ２０１７年１１月８日（水）～１０日（金）
会　場／ ワールド記念ホール、神戸国際展示場、神戸国際会議場ほか
主　催／ 中央労働災害防止協会

第７６回全国産業安全衛生大会　～安全・健康の未来を拓こう　神戸から～

専門医講習会は春の総会と並ぶ日本耳鼻咽喉科学会の2大イベント1つで、耳・鼻副鼻腔・咽喉頭・頭
頸部疾患の最新の考え方や治療技術の習得を目的としています。今年で31回目に当たり、近畿2府4県の
大学、医会が担当します。新専門医制度のもと、専門医のレベル維持向上のための領域講習や共通講習
が多数計画され、3000人余の参加者が見込まれます。また、実技講習では参加者に実際に機器を使用し
ていただきます。現在の日本の耳鼻咽喉科の水準がわかりますので、耳鼻咽喉科専門医の方もこれから専
門医をめざす方も参加をお待ちしております。

会　期／ 2017年11月11日（土）～12日（日）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポ－トピアホテル
主　催／ 日本耳鼻咽喉科学会
実行委員長／阪上 雅史（兵庫医科大）

第31回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会

ホームページ　www.congre.co.jp/senmoni31/

ホームページ　http://www.jisha.or.jp/taikai/

「技能グランプリ&フェスタ201７」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
の実演を見ていただくことに加えて、実際にものづくりを体験していただくなどにより、
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、ご家族で、
またお友達を誘ってご来場ください。

会　期／ 2017年１１月４日（土）～５日（日）
 10：00～16：30（5日は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

ホームページ　http://www.noukai-hyogo.jp/ginouren

技能グランプリ＆フェスタ201７ “きて、みて、ふれて　みんなで楽しむものづくり”

全国学童保育研究集会は、学童保育に子どもを通わせる保護者と、学童保育に勤務する指導員がつくりあげる当事者
たちの学びあいの場です。
この研究集会は、1964年の第１回開催から、学童保育のことをもっとよくしたい、もっとよく知りたいと願う人々がさまざ

まな願いや思いを胸に全国各地から集まり、学びあい、交流する場として、これまで大切に継承されてきました。
「同じような悩みを抱えている方がたくさんいると知るだけでも不安が少し和らぎます」「子どもの気持ちを大切にしたいと考
える指導員の方々が全国にたくさんいることがわかって、うれしくなりました」「ここに来るだけで元気になる。帰って、またが
んばっていけるとおもいます」など、「参加してよかった！」という感想が、昨年開催した集会にも多数寄せられました。
第52回研究集会を開催する兵庫では、全国各地から参加される方 を々迎えるために、さまざまな準備が進められています。

会　期／ 2017年11月４日（土）～５日（日）
会　場／ ４日：神戸国際展示場２号館、５日：神戸国際展示場２号館、神戸国際会議場ほか
主　催／ 全国学童保育連絡協議会、兵庫県学童保育連絡協議会

ホームページ　http://www2s.biglobe.ne.jp/̃Gakudou/

第52回全国学童保育研究集会

日本国際政治学会は、国際政治、国際政治史、地域研究その他の国際的諸問題等に関する学際
的研究の推進、発表及び普及を図る学術団体で、1956年に設立されました。本学会は、研究大会
を年1回開催しており、今年度は神戸国際会議場で開催いたします。
本学会では、研究成果を広く皆様と共有することを目指し、研究大会の期間中に、市民公開講座を
開催しております。このたびは10月29日（日）14：00～16：30に、「ユーラシアのエネルギー安全保障」をテーマに市民公開講座を開催する予
定です（参加費無料）。多くの皆様のご参加をお待ちしております。なお、研究大会全般への非会員の方の参加も可能です（参加費は、一般
非会員3000円、非会員学生・院生1000円）。
市民公開講座に関する情報を含め、大会プログラムの詳細等は、学会ホームページに随時掲載しますので、ぜひご覧ください。

会　期／ 2017年10月27日（金）～29日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 一般財団法人日本国際政治学会

ホームページ　http://jair.or.jp/

日本国際政治学会　2017年度研究大会

入場無料

（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
TEL 078-371-2101   FAX 078-371-2095

096451_CONVE_P11_P12

17070601スガ→080901スガ→081701スガ→081801スガ→082601スガ→091301スガ→092201スガ→

Conference & Exhibition

11 CONVENTION KOBE 12CONVENTION KOBE

安全衛生活動に携わる方々が、その改善事例や研究成果を発表し合う情報交流の場である「全国産業安全衛生大会」は、昭和７年から始ま
り今年で７６回目となります。
今年は「安全・健康の未来を拓こう　神戸から」をテーマとし、開港１５０年を迎え日本の数多くの新機軸を開いてきた神戸で開催いたします。
８日の総合集会では、理化学研究所の髙橋政代氏による特別講演を行い、９日と１０日の分科会では、北京五輪メダリストの朝原宜治氏によ
る講演（９日）、２０００年ノーベル化学賞受賞の白川英樹氏による講演（１０日）や事業場の研究発表や事例報告のほか１２分科会２５０を超える
多彩なプログラムを用意しています。
また、本大会の開催に併せ、安全衛生保護具などの展示を行う「緑十字展２０１７－働く人の安心づくりフェア in 神戸－」を神戸国際展示場
で同時開催いたします。
安全衛生活動に携わる多くの皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ ２０１７年１１月８日（水）～１０日（金）
会　場／ ワールド記念ホール、神戸国際展示場、神戸国際会議場ほか
主　催／ 中央労働災害防止協会

第７６回全国産業安全衛生大会　～安全・健康の未来を拓こう　神戸から～

専門医講習会は春の総会と並ぶ日本耳鼻咽喉科学会の2大イベント1つで、耳・鼻副鼻腔・咽喉頭・頭
頸部疾患の最新の考え方や治療技術の習得を目的としています。今年で31回目に当たり、近畿2府4県の
大学、医会が担当します。新専門医制度のもと、専門医のレベル維持向上のための領域講習や共通講習
が多数計画され、3000人余の参加者が見込まれます。また、実技講習では参加者に実際に機器を使用し
ていただきます。現在の日本の耳鼻咽喉科の水準がわかりますので、耳鼻咽喉科専門医の方もこれから専
門医をめざす方も参加をお待ちしております。

会　期／ 2017年11月11日（土）～12日（日）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポ－トピアホテル
主　催／ 日本耳鼻咽喉科学会
実行委員長／阪上 雅史（兵庫医科大）

第31回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会

ホームページ　www.congre.co.jp/senmoni31/

ホームページ　http://www.jisha.or.jp/taikai/

「技能グランプリ&フェスタ201７」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
の実演を見ていただくことに加えて、実際にものづくりを体験していただくなどにより、
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、ご家族で、
またお友達を誘ってご来場ください。

会　期／ 2017年１１月４日（土）～５日（日）
 10：00～16：30（5日は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

ホームページ　http://www.noukai-hyogo.jp/ginouren

技能グランプリ＆フェスタ201７ “きて、みて、ふれて　みんなで楽しむものづくり”

全国学童保育研究集会は、学童保育に子どもを通わせる保護者と、学童保育に勤務する指導員がつくりあげる当事者
たちの学びあいの場です。
この研究集会は、1964年の第１回開催から、学童保育のことをもっとよくしたい、もっとよく知りたいと願う人々がさまざ

まな願いや思いを胸に全国各地から集まり、学びあい、交流する場として、これまで大切に継承されてきました。
「同じような悩みを抱えている方がたくさんいると知るだけでも不安が少し和らぎます」「子どもの気持ちを大切にしたいと考
える指導員の方々が全国にたくさんいることがわかって、うれしくなりました」「ここに来るだけで元気になる。帰って、またが
んばっていけるとおもいます」など、「参加してよかった！」という感想が、昨年開催した集会にも多数寄せられました。
第52回研究集会を開催する兵庫では、全国各地から参加される方 を々迎えるために、さまざまな準備が進められています。

会　期／ 2017年11月４日（土）～５日（日）
会　場／ ４日：神戸国際展示場２号館、５日：神戸国際展示場２号館、神戸国際会議場ほか
主　催／ 全国学童保育連絡協議会、兵庫県学童保育連絡協議会

ホームページ　http://www2s.biglobe.ne.jp/̃Gakudou/

第52回全国学童保育研究集会

日本国際政治学会は、国際政治、国際政治史、地域研究その他の国際的諸問題等に関する学際
的研究の推進、発表及び普及を図る学術団体で、1956年に設立されました。本学会は、研究大会
を年1回開催しており、今年度は神戸国際会議場で開催いたします。
本学会では、研究成果を広く皆様と共有することを目指し、研究大会の期間中に、市民公開講座を
開催しております。このたびは10月29日（日）14：00～16：30に、「ユーラシアのエネルギー安全保障」をテーマに市民公開講座を開催する予
定です（参加費無料）。多くの皆様のご参加をお待ちしております。なお、研究大会全般への非会員の方の参加も可能です（参加費は、一般
非会員3000円、非会員学生・院生1000円）。
市民公開講座に関する情報を含め、大会プログラムの詳細等は、学会ホームページに随時掲載しますので、ぜひご覧ください。

会　期／ 2017年10月27日（金）～29日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 一般財団法人日本国際政治学会

ホームページ　http://jair.or.jp/

日本国際政治学会　2017年度研究大会

入場無料

（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
TEL 078-371-2101   FAX 078-371-2095
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会　期／ 2017年12月6日（水）～9日（土）
会　場／ 神戸ポートアイランド（神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場、神戸国際展示場、神戸商工会議所）
会　長／ 第40回日本分子生物学会年会 年会長 篠原 彰（大阪大学蛋白質研究所）
 第90回日本生化学会大会 会頭 大野 茂男（横浜市立大学医学部）

2017年度生命科学系学会合同年次大会（ConBio2017）を神戸ポートアイランドにて開催いた
します。本大会を企画するにあたり、生命科学の各専門領域がさらに深化・発展するために、そして
研究現場の研究者が新しい時代の生命科学研究に必要な素養を養うために、「学会の枠」を越えた
新しい場が必要であると考えました。本大会では、その試みの一つとして、これまで日本分子生物学会・
日本生化学会の２学会で行ってきた合同年次大会の枠組みを広げ、生命科学分野の広い分野の学
会と連携した合同大会を企画いたしました。現在、37学会にご協賛いただいております。本大会に
は国内外から約10,000名の参加者が見込まれ、一般演題（ポスター、口頭発表）の他に世界的に
著名な研究者によるプレナリーレクチャーなど、様々なプログラムを企画しております。また、生命科
学に関連する企業による附設展示会も同時に開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

ホームページ　http://www.aeplan.co.jp/conbio2017/index.html

2017年度 生命科学系学会合同年次大会（ConBio2017）

大野 茂男篠原 彰

伝統ある日本人類遺伝学会第62回大会を開催させていただくことになりました。近年、遺伝医学は飛躍的な進歩を遂
げており、疾患原因の解明に留まらず、体質などに関わるゲノム多様性の解明、次世代シーケンサーや１分子シーケンサー
など個人の全ゲノムを解析する技術の開発、母体血による新型出生前診断など、瞠目すべき成果が次 と々もたらされてい
ます。ただ、一方では網羅的検査の結果として見つかる偶発的所見の扱いや、DTC遺伝子検査の広がりなど議論の余
地を残す面もあります。またオバマ大統領が、遺伝子情報、生活環境やライフスタイルにおける個々人の違いを考慮して
疾病予防や治療を行うPrecision Medicineという考え方を提唱しています。
このような時代背景のもと、テーマは「Genome Science, Precision Medicine and Beyond」とさせていただきました。
多数のご参加をいただけますよう心からお待ちしております。

会　期／ 2017年11月15日（水）～18日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大　会　長／戸田 達史（東京大学大学院医学系研究科 神経内科学 教授）
大会副会長／酒井 規夫（大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 成育小児科学 教授）

ホームページ　http://www.congre.co.jp/jshg62/index.html

日本人類遺伝学会第62回大会

会　期／ 2017年11月24日（金）～25日（土）
会　場／ 神戸国際展示場
会　長／ 杉本 利嗣（島根大学医学部内科学講座 内科学第一 教授）

第27回臨床内分泌代謝Update

第27回臨床内分泌代謝Updateは、日本内分泌学会が行う全国学会のうちのひとつで、内分泌代謝領
域の医療水準の向上を目的とし、臨床的テーマに絞った学術集会です。
内分泌代謝専門医をはじめ、内分泌代謝領域に興味を持つ臨床医やメディカルスタッフなど、1300名以
上が一同に会し、最新情報の発信や討論を行い、内分泌代謝診療の発展に寄与しています。
本会のテーマは「ホルモンが織りなすいのち：内分泌代謝診療の進化をめざして」です。すでに内分泌代
謝専門医としてご活躍の先生から、専門医を目指そうとする若手医師まで、内分泌代謝診療に関わる幅広
い方々にとって魅力的な学術集会となるように、準備を進めております。皆様のご参加を心よりお待ちしてお
ります。

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/jes-update27/

戸田 達史

一般社団法人日本PDA製薬学会は、医薬品およびヘルスケア製品の開発、製造、法規・
規制に関係する研究者、専門家、製薬工業界およびその関連業界に関わる会員に対し、
欧米の技術情報ならびに行政、業界、許認可システム等の情報提供、技術教育を主たる目
的としています。また、委員会を設け、PDA本部との密なる関係を維持しつつ、日本の製薬
業界およびその関連業界の技術向上、発展に寄与することを目的として活動を行なっています。
年会では製薬技術とGMP・バリデーションに関するテーマで、海外講師や規制当局の特
別講演と委員会講演で構成されております。これまでは東京開催でしたが、今年の第24回
年会は初めて神戸で開催することとなりました。「Life Cycle Management」をテーマとして、
最新の情報報告やレギュラトリー・サイエンス、バリデーションの実施例など実務に即した内
容の講演を予定しております。多くの方々がご参加下さることを心よりお待ちしております。

会　期／ 2017年11月28日（火）～29日（水）
会　場／ 神戸国際会議場（メインホール、他）
主　催／ 一般社団法人日本PDA製薬学会

ホームページ　http://www.j-pda.jp/event/annual_2017.html

日本PDA製薬学会　第24回年会
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会　期／ 2017年12月6日（水）～9日（土）
会　場／ 神戸ポートアイランド（神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場、神戸国際展示場、神戸商工会議所）
会　長／ 第40回日本分子生物学会年会 年会長 篠原 彰（大阪大学蛋白質研究所）
 第90回日本生化学会大会 会頭 大野 茂男（横浜市立大学医学部）

2017年度生命科学系学会合同年次大会（ConBio2017）を神戸ポートアイランドにて開催いた
します。本大会を企画するにあたり、生命科学の各専門領域がさらに深化・発展するために、そして
研究現場の研究者が新しい時代の生命科学研究に必要な素養を養うために、「学会の枠」を越えた
新しい場が必要であると考えました。本大会では、その試みの一つとして、これまで日本分子生物学会・
日本生化学会の２学会で行ってきた合同年次大会の枠組みを広げ、生命科学分野の広い分野の学
会と連携した合同大会を企画いたしました。現在、37学会にご協賛いただいております。本大会に
は国内外から約10,000名の参加者が見込まれ、一般演題（ポスター、口頭発表）の他に世界的に
著名な研究者によるプレナリーレクチャーなど、様々なプログラムを企画しております。また、生命科
学に関連する企業による附設展示会も同時に開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

ホームページ　http://www.aeplan.co.jp/conbio2017/index.html

2017年度 生命科学系学会合同年次大会（ConBio2017）

大野 茂男篠原 彰

伝統ある日本人類遺伝学会第62回大会を開催させていただくことになりました。近年、遺伝医学は飛躍的な進歩を遂
げており、疾患原因の解明に留まらず、体質などに関わるゲノム多様性の解明、次世代シーケンサーや１分子シーケンサー
など個人の全ゲノムを解析する技術の開発、母体血による新型出生前診断など、瞠目すべき成果が次 と々もたらされてい
ます。ただ、一方では網羅的検査の結果として見つかる偶発的所見の扱いや、DTC遺伝子検査の広がりなど議論の余
地を残す面もあります。またオバマ大統領が、遺伝子情報、生活環境やライフスタイルにおける個々人の違いを考慮して
疾病予防や治療を行うPrecision Medicineという考え方を提唱しています。
このような時代背景のもと、テーマは「Genome Science, Precision Medicine and Beyond」とさせていただきました。
多数のご参加をいただけますよう心からお待ちしております。

会　期／ 2017年11月15日（水）～18日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大　会　長／戸田 達史（東京大学大学院医学系研究科 神経内科学 教授）
大会副会長／酒井 規夫（大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 成育小児科学 教授）

ホームページ　http://www.congre.co.jp/jshg62/index.html

日本人類遺伝学会第62回大会

会　期／ 2017年11月24日（金）～25日（土）
会　場／ 神戸国際展示場
会　長／ 杉本 利嗣（島根大学医学部内科学講座 内科学第一 教授）

第27回臨床内分泌代謝Update

第27回臨床内分泌代謝Updateは、日本内分泌学会が行う全国学会のうちのひとつで、内分泌代謝領
域の医療水準の向上を目的とし、臨床的テーマに絞った学術集会です。
内分泌代謝専門医をはじめ、内分泌代謝領域に興味を持つ臨床医やメディカルスタッフなど、1300名以
上が一同に会し、最新情報の発信や討論を行い、内分泌代謝診療の発展に寄与しています。
本会のテーマは「ホルモンが織りなすいのち：内分泌代謝診療の進化をめざして」です。すでに内分泌代
謝専門医としてご活躍の先生から、専門医を目指そうとする若手医師まで、内分泌代謝診療に関わる幅広
い方々にとって魅力的な学術集会となるように、準備を進めております。皆様のご参加を心よりお待ちしてお
ります。

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/jes-update27/

戸田 達史

一般社団法人日本PDA製薬学会は、医薬品およびヘルスケア製品の開発、製造、法規・
規制に関係する研究者、専門家、製薬工業界およびその関連業界に関わる会員に対し、
欧米の技術情報ならびに行政、業界、許認可システム等の情報提供、技術教育を主たる目
的としています。また、委員会を設け、PDA本部との密なる関係を維持しつつ、日本の製薬
業界およびその関連業界の技術向上、発展に寄与することを目的として活動を行なっています。
年会では製薬技術とGMP・バリデーションに関するテーマで、海外講師や規制当局の特
別講演と委員会講演で構成されております。これまでは東京開催でしたが、今年の第24回
年会は初めて神戸で開催することとなりました。「Life Cycle Management」をテーマとして、
最新の情報報告やレギュラトリー・サイエンス、バリデーションの実施例など実務に即した内
容の講演を予定しております。多くの方々がご参加下さることを心よりお待ちしております。

会　期／ 2017年11月28日（火）～29日（水）
会　場／ 神戸国際会議場（メインホール、他）
主　催／ 一般社団法人日本PDA製薬学会

ホームページ　http://www.j-pda.jp/event/annual_2017.html

日本PDA製薬学会　第24回年会
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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

〒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

レストラン＆バー：９店

会議・宴会の後は、神戸六甲温泉「濱泉」で源泉かけ流し
のお湯をお楽しみください。シェラトン・シグネチャー・
ベッドを完備した客室で、天使に抱かれるような心地よい
眠りを。

Conference & Exhibition
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第38回国際ウミガメシンポジウムが日本で開催されることとなり、開催地として神戸が選定されました。
このシンポジウムは、世界的に絶滅が危惧されているウミガメ類とその生息環境の研究や保全、環境教
育などに様々な立場で関わる関係者が、毎年、約80か国600～1000人規模で集まる会合です。1週
間弱の会期中、本会議や分科会その他イベントを通じて、最新の研究成果・諸問題・意見等の共有・
交換や、関係者間のネットワーク構築、ウミガメ研究・保全を担う次の世代の育成を促進し、ウミガメと
取り巻く自然環境および人類のより良い関係に向けた共通の課題の解決をはかることを目的としています。
今大会のテーマを「ウミガメ保護のその先に」とし、人は回復してきたウミガメ、回復してきた自然とどう
関わっていくべきか、大いに話し合いたいと考えています。

会　期／ 2018年2月18日（日）～23日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ International Sea Turtle Society
会　長／ 松沢 義将（日本ウミガメ協議会／神戸市立須磨海浜水族園）

ホームページ　http://internationalseaturtlesociety.org/

38th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation

植物、とくに我々の食生活を支える栽培植物は、常にさまざまな病原体の攻撃にさらされて
います。日本植物病理学会は、植物病害の発病機構を解明しその防除方法を開発すること
を目的として1916年に創設された歴史ある学会です。その平成30年度大会を、神戸で開
催します。菌類病・細菌病・ウイルス病等さまざまな病害の、基礎から応用にわたる最新の
研究成果が発表されます。地球温暖化と貿易のグローバル化の中、新規病害の侵入リスク
も高まっています。そのような中、国際貿易港神戸港に隣接する地で本学会大会を行うこと
は意義あることと考えます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2018年3月25日（日）～27日（火）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 日本植物病理学会大会開催地実行委員会

ホームページ　http://forum.nacos.com/ppsj/2018/

平成30年度日本植物病理学会大会

スマートフォンなどに用いられている集積回路(LSI)の高性能化は、現在転換点を迎えています。このような時代において、アジアが強いイニシ
アチブを持って集積回路産業を牽引すべく、アジア地区において毎年、世界中の企業・大学の研究者を集めて半導体素子・材料・プロセスの
将来技術について深い議論を行う国際会議が産声を上げました。記念すべき第1回目は2017年2月に富山国際会議場で開催され、17カ国/
地域より約300名の参加者を迎え成功裡に終了しました。
そこで第2回となる今回は第1回を大きく上回る400名の参加者を予定しており、ⅠoT/ⅠoE (Internet of Things/Everything) 社会の基盤と
なる、クラウド/ユビキタス技術、AI (人工知能)・VR/AR (仮想/拡張現実)・ロボット技術に関するセッションも新設します。
より幅広い技術分野における国際的な産官学連携推進の核となる会議を目指して参りますので、多くの皆様の御参加をお待ちしております。

会　期／ 2018年3月13日（火）～16日（金）
会　場／ アリストンホテル神戸、神戸商工会議所
会　長／ 若林 整（国立大学法人東京工業大学）
主　催／ IEEE Electron Device Society

ホームページ　http://ewh.ieee.org/conf/edtm/2018/

The 2nd Electron Devices Technology and Manufacturing (EDTM) Conference 2018
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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

〒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

レストラン＆バー：９店

会議・宴会の後は、神戸六甲温泉「濱泉」で源泉かけ流し
のお湯をお楽しみください。シェラトン・シグネチャー・
ベッドを完備した客室で、天使に抱かれるような心地よい
眠りを。
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第38回国際ウミガメシンポジウムが日本で開催されることとなり、開催地として神戸が選定されました。
このシンポジウムは、世界的に絶滅が危惧されているウミガメ類とその生息環境の研究や保全、環境教
育などに様々な立場で関わる関係者が、毎年、約80か国600～1000人規模で集まる会合です。1週
間弱の会期中、本会議や分科会その他イベントを通じて、最新の研究成果・諸問題・意見等の共有・
交換や、関係者間のネットワーク構築、ウミガメ研究・保全を担う次の世代の育成を促進し、ウミガメと
取り巻く自然環境および人類のより良い関係に向けた共通の課題の解決をはかることを目的としています。
今大会のテーマを「ウミガメ保護のその先に」とし、人は回復してきたウミガメ、回復してきた自然とどう
関わっていくべきか、大いに話し合いたいと考えています。

会　期／ 2018年2月18日（日）～23日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ International Sea Turtle Society
会　長／ 松沢 義将（日本ウミガメ協議会／神戸市立須磨海浜水族園）

ホームページ　http://internationalseaturtlesociety.org/

38th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation

植物、とくに我々の食生活を支える栽培植物は、常にさまざまな病原体の攻撃にさらされて
います。日本植物病理学会は、植物病害の発病機構を解明しその防除方法を開発すること
を目的として1916年に創設された歴史ある学会です。その平成30年度大会を、神戸で開
催します。菌類病・細菌病・ウイルス病等さまざまな病害の、基礎から応用にわたる最新の
研究成果が発表されます。地球温暖化と貿易のグローバル化の中、新規病害の侵入リスク
も高まっています。そのような中、国際貿易港神戸港に隣接する地で本学会大会を行うこと
は意義あることと考えます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2018年3月25日（日）～27日（火）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 日本植物病理学会大会開催地実行委員会

ホームページ　http://forum.nacos.com/ppsj/2018/

平成30年度日本植物病理学会大会

スマートフォンなどに用いられている集積回路(LSI)の高性能化は、現在転換点を迎えています。このような時代において、アジアが強いイニシ
アチブを持って集積回路産業を牽引すべく、アジア地区において毎年、世界中の企業・大学の研究者を集めて半導体素子・材料・プロセスの
将来技術について深い議論を行う国際会議が産声を上げました。記念すべき第1回目は2017年2月に富山国際会議場で開催され、17カ国/
地域より約300名の参加者を迎え成功裡に終了しました。
そこで第2回となる今回は第1回を大きく上回る400名の参加者を予定しており、ⅠoT/ⅠoE (Internet of Things/Everything) 社会の基盤と
なる、クラウド/ユビキタス技術、AI (人工知能)・VR/AR (仮想/拡張現実)・ロボット技術に関するセッションも新設します。
より幅広い技術分野における国際的な産官学連携推進の核となる会議を目指して参りますので、多くの皆様の御参加をお待ちしております。

会　期／ 2018年3月13日（火）～16日（金）
会　場／ アリストンホテル神戸、神戸商工会議所
会　長／ 若林 整（国立大学法人東京工業大学）
主　催／ IEEE Electron Device Society

ホームページ　http://ewh.ieee.org/conf/edtm/2018/

The 2nd Electron Devices Technology and Manufacturing (EDTM) Conference 2018
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第23回神戸ルミナリエ

神戸ルミナリエは、1995年1月に兵庫県南部地方を襲った阪神・淡路大震災の犠牲者への鎮魂の意を込めるとともに、神戸のまち
の復興・再生への夢と希望を託して、この年の12月に初めて開催されました。以来、多くの皆様のご理解・ご支援に支えられ、震災の
記憶を語り継ぐメモリアル行事として開催されるとともに、毎年300万人以上の人々が訪れる神戸の冬の風物詩としても全国に広く知ら
れるようになりました。

今年は数えて第23回目の開催となります。今回は神戸港開港150年及び兵庫県政150年の前年を記念して、これまでの神戸ルミナ
リエでは見られなかった新しい形の作品を展示し、来場者の皆様に新しいルミナリエをご覧いただきます。

１ 壮大で壮厳なフロントーネ
 （仲町通り）
高さ約20mという2つのタワーを配置し併せて
全長80ｍの壁状のスパッリエーラをフロントー
ネとして設置。これに続くアーチ状の作品ガレ
リアもウィング状の装飾を加えて見る人を楽し
ませてくれます。

２ ガレリア3連結とスパッリエーラ
 （東遊園地）
例年円形状のスパッリエーラが今年はガレリ
アを横に3作品並べその前には壁状のスパッ
リエーラが続きます。ガレリアの奥にはおなじ
みのカッサ・アルモニカが今年も皆様をお迎え
します。

会　期／ 2017年12月8日（金）～17日（日）
会　場／ 旧外国人居留地および東遊園地
主　催／ 神戸ルミナリエ組織委員会
 （兵庫県／神戸市／神戸商工会議所　他）

今年の作品の特徴

ご協力のお願い

神戸ルミナリエ開催のため、募金活動を行なっています。
開催期間中は会場内で一人100円募金のご協力を呼び掛

けてまいります。
また、公式ホームページよりＷＥＢ募金も受け付けています。
皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

※神戸ルミナリエの開催資金に充てるため、開催期間中、
会場内でピンバッジやボールペンなどの公式グッズを販売
いたします。
（インターネットでの通信販売、神戸市総合インフォメーショ
ンセンター等での先行販売は１１月上旬予定）。

神戸ルミナリエ　公式グッズ

ホームページ　hhttp://kobe-luminarie.jp
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の復興・再生への夢と希望を託して、この年の12月に初めて開催されました。以来、多くの皆様のご理解・ご支援に支えられ、震災の
記憶を語り継ぐメモリアル行事として開催されるとともに、毎年300万人以上の人々が訪れる神戸の冬の風物詩としても全国に広く知ら
れるようになりました。

今年は数えて第23回目の開催となります。今回は神戸港開港150年及び兵庫県政150年の前年を記念して、これまでの神戸ルミナ
リエでは見られなかった新しい形の作品を展示し、来場者の皆様に新しいルミナリエをご覧いただきます。
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 （仲町通り）
高さ約20mという2つのタワーを配置し併せて
全長80ｍの壁状のスパッリエーラをフロントー
ネとして設置。これに続くアーチ状の作品ガレ
リアもウィング状の装飾を加えて見る人を楽し
ませてくれます。

２ ガレリア3連結とスパッリエーラ
 （東遊園地）
例年円形状のスパッリエーラが今年はガレリ
アを横に3作品並べその前には壁状のスパッ
リエーラが続きます。ガレリアの奥にはおなじ
みのカッサ・アルモニカが今年も皆様をお迎え
します。

会　期／ 2017年12月8日（金）～17日（日）
会　場／ 旧外国人居留地および東遊園地
主　催／ 神戸ルミナリエ組織委員会
 （兵庫県／神戸市／神戸商工会議所　他）

今年の作品の特徴

ご協力のお願い

神戸ルミナリエ開催のため、募金活動を行なっています。
開催期間中は会場内で一人100円募金のご協力を呼び掛

けてまいります。
また、公式ホームページよりＷＥＢ募金も受け付けています。
皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

※神戸ルミナリエの開催資金に充てるため、開催期間中、
会場内でピンバッジやボールペンなどの公式グッズを販売
いたします。
（インターネットでの通信販売、神戸市総合インフォメーショ
ンセンター等での先行販売は１１月上旬予定）。

神戸ルミナリエ　公式グッズ
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Conference & Exhibition
国内、国際会議＆展示イベント09

Event Calendar
イベントカレンダー07

Kobe Portisland Topics
トピックス01
◆神戸DMO（仮称）の設立について
◆ホームページリニューアル
◆大型国際会議「ICANN64」の誘致に成功
◆MICE誘致アンバサダー　神戸大学　芦田先生に決定
◆神戸医療産業都市

［作品番号］ KCM000266
［作家名］ 二代長谷川貞信
［作品名］ 摂州神戸海岸繁栄之図三枚続（部分）
［所蔵先名］ 神戸市立博物館
［クレジット表記］ Photo : Kobe City Museum / DNPartcom
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