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Kobe Portisland Topics
有馬に最大800名収容可能の大型コンベンション会場が誕生！
神戸自慢の「有馬の湯」を楽しむMICEを
7月26日に有馬の地に誕生した大型コンベンション会場
「グランバンケット森羅（しんら）」。有馬グランドホテルの中
央館宴会棟2階にあり、兵庫県内の温泉旅館として最大の規
模となります。広さはフルスパンで637㎡、収容人数は最大
で800名、3スパンに分割も可能。ホール内にはライブキッ
チンが設置されており、レセプション時には参加者の前で料
理を仕上げて作り立てをサーブするなど、特別感のある演出
にも利用できます。
そのほか、会議の分科会や控室として利用可能なカンファ
レンスルームやフレキシブルルーム7室を新設。サテライト
会場としても使えるホワイエは、窓の外を緑が彩る空間とな
り、参加者にリフレッシュと寛ぎをもたらしてくれる広々設計
になっています。
金泉・銀泉それぞれの露天風呂付きの部屋も新しく登場
し、宿泊面でもパワーアップ！ 有
馬温泉を活用した神戸ならでは
のMICE開 催に期 待 が 高まりま
す。

会場内の壁面を彩るのは首相官邸レセプ
ションホールなどを手掛ける和紙デザイ
ナー・堀木エリ子さんの作品。有馬の大
地から湧き出る金泉や山間をわたる大地
の息吹を表現

（問い合わせ先）
有馬グランドホテル予約係
TEL：078-903-5489 TEL：06-6341-8474（大阪予約センター）

コンベンション施設オープンにあたり、全従業員に研修を実施
MICEで求められること、異文化への理解、もてなしについて改めて考えるきっかけに
オープンにあたり、有馬グランドホテルでは全従業員にMICE研修を実施。
セミナーは神戸観光局・神戸コンベンションビューローが担当し「MICEと
は？」といった基本のほか、MICE開催における経済波及効果、都市魅力向
上の影響、M・I・C・E別に求められる対応の違い、海外文化や習慣の違い
につ いての 受 け
入れ 、Fa c e t o
Faceで対応する
ことの大 切さな
ど、幅広く紹介さ
せていた だきま
した。
参 加したス
タッフからは改め
てMICEについて
の 理 解が深まっ
た と、喜 び の 声
も届きました。

フ

お客様の目的はビジネスの成功であり、私 参加スタッ
からの
たちはその方々に満足して頂ければならな
コメント
い。発想を転換しなければならない事に気
づかされ、一種の衝撃を受けた
MICE参加者に快適さを感じてもらうことで、次回は観
光客として戻ってきてくれる可能性がある。MICE利用
時の印象はとても大切だと感じた
（料理の）好き嫌いやアレルギーに対応することが特別
な事だと思っていたが、文化や宗教が違う国ではそれ
らはノーマルなことであると感じた。異文化を受け入れ
ることにもっと慣れていかないといけないと思った
日本のおもてなしというのは日本独特のきめ細やかな
ところまで行き届くサービスという側面もあるが、ある
意味で固定化されたところもあり、アメリカ等の多文化
国家という国情を考えると、柔軟さに欠けることがある
ということを学んだ
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Kobe Portisland Topics
アフターMICEプログラムで神戸を満喫しませんか？
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会議や学会前後、インセンティブツアーに利用できるプログラムを用意
神戸コンベンションビューローでは、学
会や会議、イベントなどで国内外から訪れ
る方々に、より神戸を楽しんでもらうため
の特別プログラムを用意。ソース工場見
学＆お好み焼きレッスン、酒造見学と利き
酒体験、神社参拝と雅楽体験など、神戸
の特色を生かした内容で、約10種を用意
しました。
普段ではできない〝特別な体験〟
や、楽
しみながら文化・歴史が学べる内容で、海
外からの参加者にも対応しています。
学 会 主 催 者 様をはじめ、運 営 会 社 様、
旅行会社様などにご利用いただけます。
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【プログラム例】
① 日本ソース発祥の地・神戸で学ぶ 「お好み焼き体験とソース工場見学」
●
② 日本一の酒どころ・神戸 「樽職人の技見学と日本酒利き酒体験」
●

々 の 生 活を垣
有 馬 芸 妓 の日
きるツア ー。
で
間 見 ることが
た舞 の 観 覧や
季 節に合 わ せ
ども体験可能
お座敷遊びな

用
の仲卸会社が
続くマグロ専門
神戸で100年
！さばき立て
ロ
グ
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意 するのは、
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③ まぐろの解体ショー＆職人が目の前で握るまぐろ寿司
●
④
●

神社仏閣の見方が変わる！ 「日本建築の技を学ぶ国内唯一の大工道具博物館」

⑤
●

迫力あるセリを間近で見学 「明石昼網鮨体験」

⑥
●

高さ300mからの絶景 世界最長の吊橋「明石海峡大橋」の塔頂体験！

⑦
●

特別に拝殿内を貸し切りで 「生田神社参拝と雅楽体験」

⑧
●

六甲山系原生林の軌跡をたどる 「爽快！摩耶山ハイクと山上座禅体験」

⑨
●

地元民とのふれあいも楽しい 「神戸のローカル商店街つまみ食いツアー」

⑩ 日本三大名泉「有馬温泉」で体験
●
⑪
●

有馬芸妓のおもてなし

非日常感あふれる白の世界でオシャレに！ 「神戸ホワイトディナー」

※諸事情によりプログラムを変更する場合がございます

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
「神戸コンベンションビューロー公式HP」→「プランニング」→「神戸でのユニーク体験」
https://kobe-convention.jp/ja/planning/unique-experiences/
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今後も神戸の魅力を体験できるメニューを引き続き増やしていく予定です。
MICE開催中にアフター MICEプログラムを検討されている場合は、ぜひコンベンションビューロー
までご相談ください。プログラムのアレンジも可能です。
アフター MICEプログラム 問い合わせ先
神戸観光局・神戸コンベンションビューロー アフター MICEプログラム担当
TEL：078-303-0090 MAIL: info@kcva.or.jp
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会

期

称

会

場

参加者数（人）
（内外国人）

2019年10月
5日（土）〜 8日（火）

第17回国際義肢装具協会世界大会（ISPO 2019）

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテルほか

11日（金）〜 14日（月・祝）

第21回日本骨粗鬆症学会、
第37回日本骨代謝学会学術集会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

4,000

16日（水）〜 17日（木）

第164回 2020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

神戸国際展示場

19日（土）〜 20日（日） 第13回日本薬局学会学術総会

会長・主催者または事務局

5,000
主催/国際義肢装具協会（ISPO）
・
（2,000） 国際義肢装具協会日本支部・日本学術会議

分類

○国内 ●国際

会

名

称

場

参加者数（人）
（内外国人）

◎その他イベント

会長・主催者または事務局

分類

21日（木）〜 24日（日） 第27回日本消化器関連学会週間
（JDDW 2019 KOBE）

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

20,000
（300）

◎

25日（月）〜 27日（水） Frontiers in Genome Engineering 2019

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

300
（100）

Genome Engineering 2019 実行委員会

●

○

第7回国際フードファクター会議（ICoFF2019）
28日（木）〜 12月5日（木） 第9回ポリフェノールと健康国際会議（ICPH2019）
第12回国際機能性食品学会（ISNFF2019）

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

1,500
（500）

ICoFF2019 ／ ICPH2019 ／ ISNFF2019 合同開催組織委員会

●

◎

2019年12月
CVMW2019
14日（土）〜 15日（日）

神戸国際会議場

600

第27回日本血管生物医学会学術集会／野出 孝一（佐賀大学医学部 内科学講座 主任教授）
第23回日本心血管内分泌代謝学会学術総会／柏原 直樹（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学 教授）
第36回国際心臓研究学会日本部会／北風 政史（国立循環器病研究センター 臨床研究部 部長）

○

●

21日（土）〜 22日（日） 日本子ども虐待防止学会第25回学術集会ひょうご大会

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

3,000

一般社団法人日本子ども虐待防止学会
日本子ども虐待防止学会第25回学術集会ひょうご大会実行委員会

○

兵庫県透析研究会
兵庫県透析従事者研究会

○

2020年1月
25日（土）

一般社団法人日本LD学会 第3回研究集会（兵庫） 神戸国際会議場

700

宇野 宏幸（国立大学法人兵庫教育大学）

○

2020ユニセフカップ神戸バレンタイン・ラブラン

サンケイスポーツ、産経新聞社

◎

第21回日本骨粗鬆症学会 萩野 浩（鳥取大学医学部保健学科）
第37回日本骨代謝学会学術集会 田中 栄（東京大学大学院医学系研究科 整形外科学）

○

2,500

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

神戸国際会議場
神戸国際展示場ほか

5,000

岩崎 壽毅（阪神調剤ホールディング株式会社 代表取締役社長）

19日（土）〜 20日（日） 化学の日 子ども化学実験ショー

神戸国際展示場

6,000

24日（木）〜 26日（土） Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）2019

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

「夢・化学-21」委員会、関西化学工業協会

5,500
（1,500） Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）

第9回神戸マラソン

心血管代謝週間

神戸国際会議場

300

31日（木）〜 11月2日（土） 第53回日本てんかん学会学術集会

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

2,000

加藤 天美（近畿大学医学部 脳神経外科）

○

2020年2月
9日（日）

2019年11月
3日（日・祝）〜 4日（月、休） 第43回日本死の臨床研究会年次大会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

3,500

日本死の臨床研究会

○

15日（土）〜 16日（日） 第41回日本病院薬剤師会 近畿学術大会

7日（木）〜 8日（金）

第64回日本生殖医学会学術講演会・総会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

2,500

獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科

○

16日（日）

9日（土）

第1回日本フットケア・足病医学会
関西地方会学術集会

神戸国際会議場

300

北野 育郎（医療法人社団慈恵会 新須磨病院 創傷治療センター・外科）

○

9日（土）〜 10日（日）

技能グランプリ＆フェスタ2019
きて、みて、ふれて、みんなで楽しむものづくり

神戸国際展示場

20,000

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

9日（土）〜 10日（日）

第32期 竜王戦
七番勝負第3局＆同時開催イベント

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

300

竜王戦対／読売新聞社、公益社団法人 日本将棋連盟
同時開催イベント／「竜王戦 in KOBE」事業実行委員会

CONVENTION KOBE

会

30,000
（1,200）

17日（日）

第31回兵庫県透析合同研究会
第39回兵庫県透析研究会
第43回兵庫県透析従事者研究会

期

神戸国際会議場
神戸国際展示場

●

27日（日）

05

名

神戸マラソン実行委員会

◎

一般社団法人 日本消化器関連学会機構
（JDDW）

●

神戸国際展示場

10,000

神戸国際展示場

4,000

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会
運営事務局

○

神戸国際会議場

1,000

明石 章則（宝塚市病院事業管理者）

○

20日（木）〜 22日（土） 第25回日本災害医学会総会・学術集会

神戸国際会議場ほか

3,000

中山 伸一（兵庫県災害医療センター センター長）

○

◎

28日（金）〜 3月1日（日） 第29回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会

神戸国際会議場

1,000

日本有病者歯科医療学会

○

◎

2020年3月
8日（日）〜 11日（水）

神戸国際会議場

400
（150）

磯部 大吾郎（筑波大学 教授）

●

日本医療マネジメント学会 第14回兵庫支部学術集会

3rd International Conference on Computational
Engineering and Science for Safety and Enviromental Problems
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Conference & Exhibition
第17回国際義肢装具協会世界大会（ISPO 2019）

第21回日本骨粗鬆症学会、第37回日本骨代謝学会学術集会

会 期／ 2019年10月5日（土）〜 10月8日（火）
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、ワールド記念ホール
主催者／ 陳 隆明（国際義肢装具協会（ISPO）日本支部会長、社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団理事 兼
総合リハビリテーションセンター所長）

会 期／ 2019年10月11日（金）〜 14日（月・祝）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
大会長／ 第21回日本骨粗鬆症学会 萩野 浩（鳥取大学医学部保健学科）
第37回日本骨代謝学会学術集会 田中 栄（東京大学大学院医学系研究科 整形外科学）
主 催／ 鳥取大学医学部 保健学科（第21回日本骨粗鬆症学会）
東京大学大学院医学系研究科 整形外科学（第37回日本骨代謝学会学術集会）

国際義肢装具協会（ISPO）は義肢装具に関する学際的な技術ならびに教育を普及、振興することを目的に2年に一度世界各国
で開催しております。前回は2017年5月に南アフリカのケープタウンにて第16回大会が開催されました。日本では30年前にあたる
1989年に同じ神戸市にて開催され、二度目の開催にあたります。この度の日本開催では、世界のトップレベルの技術者・研究者
が一堂に会し、最新の研究成果について討論や発表が行われ、義肢装具に関する学術的な発展とその応用展開を図ることを目的
としています。
現在、義肢装具の技術の進歩は目ざましいものがあり、リオデジャネイロで開催されたパラリンピックの記憶にもあるように、身
体の一部を欠損させた選手がいきいきとスポーツに昂じる姿のそばには、常に選手を支える機具の存在があります。一方、日本は
超高齢化人口へと加速し、現在では介護福祉領域へロボット技術を導入するなど、他国には例をみない実績を有しています。とく
に日本は「ものづくり」に長けた国であり、義肢装具の分野における日本人の活躍は目覚ましいものがあります。来年開催される東
京オリンピック・パラリンピックの前年に本国際会議を神戸で開催す
ることにより、義肢装具の領域の一層の活性化が図られることを期待
しております。会期中にはワールド記念ホールにおきまして『ひょうご
パラスポーツフェルティバル※10/5（土）・6（日）』を開催します。こ
のイベントでは、車いすバスケットボールやボッチャ等のパラスポーツ
の体験、パラリンピアンによるパフォーマンスやトークショーを予定し
ております。このイベントを通じて障害者に対する理解が深まるとと
もに、来年開催される東京2020パラリンピックを盛り上げる一助にな
ると期待しています。

このたび第21回日本骨粗鬆症学会・第37回日本骨代謝学会学術集
会を神戸で開催させていただくことになりました。2008年以来、10年ぶ
りの合同開催です。日本骨粗鬆症学会が10月11日〜13日、日本骨代謝
学会学術集会が2019年10月12日〜14日、と2日間のoverlapがありま
す。基礎と臨床の垣根を取り払った知識の集結が、これからの骨代謝研
究、骨粗鬆症診療のブレークスルーになることを切に願っています。本学
会へは国内外から多くの研究者、臨床家が集まります。また関連学会と
の合同シンポジウムを多数予定しています。新たな研究の発展のための
起爆剤になることを期待し、皆様ふるってご参加ください。

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/21jos/ https://site2.convention.co.jp/37jsbmr/

第164回2020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
会
主

期／ 2019年10月16日（水）〜 17日（木）
会 場／ 神戸国際展示場2号館
催／ 日本ケミカルシューズ工業組合 共催／全日本ケミカルサンダル工業協同組合連合会

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164回目を迎えることになりました。靴の展
示会としては、今や西日本最大級の規模にまで成長しています。
令和元年5月に開催された、前回の「日本グランドシューズコレクション」より、新時代にふさわしく、またファッション都市・神戸
にふさわしい展示装飾に当展示会は大きくリニューアル致しました。
今回も地元神戸の靴メーカーはもちろんのこと、全国各地のメーカーやアパレル企業も出展し、多くのバイヤーが全国各地より
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」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をお
願いします。

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

ホームページ ▶ https://www.ispo-congress.com/（英語のみ）

国際会議場・国際展示場
徒歩約７〜10分

神戸空港

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。

ポートライナーで約15分
市民広場駅乗り換え
『中埠頭駅』下車徒歩3分

新神戸・三宮

無料シャトルバス運行

新神戸〜ホテル… 約25分
三 宮〜ホテル… 約15分
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〒650-0046 神戸市中央区港島中町7-5-1
TEL：078-303-0100㈹
FAX：078-303-0211
URL htttp://www.pearlcity.jp/kobe

レストラン＆バー：９店
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Conference & Exhibition
第13回日本薬局学会学術総会

Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）2019

会 期／ 2019年10月19日（土）〜 20日（日）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場 ほかポートアイランド内会場
大会長／ 岩崎 壽毅（阪神調剤ホールディング株式会社 代表取締役社長）
主 催／ 一般社団法人日本薬局学会、一般社団法人日本保険薬局協会

会
会
主

期／ 2019年10月24日（木）〜 26日（土）
場／ 神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル
催／ Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）

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。昨年は世界各国より5,563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。

厚生労働行政においては、社会保障分野の改革が推し進められる中、薬剤師の働きや薬局の機能が
国民に目に見えるよう、制度設計の改定が行われております。対人業務へのシフトは、薬局の可能性を高
次なものへと変えるとともに、臨床と教育の現場に変革を迫るものであります。このような背景から、今
回のテーマは「薬局の可能性を極める新たな時代へ〜現場と教育の融合〜」とさせていただきました。
今回はこのテーマに基づき、シンポジウム、共催セミナー、ワークショップ、大学との連携プログラムを
はじめ、各界の著名な先生方をお招きし、基調講演、特別講演、教育講演、市民公開講座、教育セミナー
などにおいて、ご講演をいただく予定となっております。また、一般演題口演やポスター発表では、日々臨
床現場で活躍する薬剤師や医療従事者から、研究成果が発表される予定です。皆様のご参加を心よりお
待ち申し上げております。

ホームページ ▶ https://secure.ps-japan.org/forum2019/

ホームページ ▶ http://www.cct.gr.jp/2019/index.html

化学の日 子ども化学実験ショー2019

第53回日本てんかん学会学術集会

会
主

テーマ／「よりそうてんかん医療 ‑No One Alone‑」
会 期／ 2019年10月31日（木）〜 11月2日（土）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ 加藤 天美（近畿大学医学部 脳神経外科 主任教授 難治てんかんセンター長）
副会長／ 貴島 晴彦（大阪大学）、永井利三郎（桃山学院教育大学）

期／ 2019年10月19日（土）〜 20日（日）
会 場／ 神戸国際展示場
催／「夢・化学-21」委員会（公益社団法人日本化学会、公益社団法人化学工学会、
公益社団法人新化学技術推進協会、一般社団法人日本化学工業協会）
関西化学工業協会

化学の学会ならびに産業界で組織する「夢・化学-21」委員会と関西化学工業協会は、日本最大
級で無料の化学実験体験イベント『化学の日 子ども化学実験ショー2019』を神戸国際展示場で開
催します。
同ショーは、主に小学生とその保護者を対象に、化学の面白さや不思議さ、化学産業の社会への
貢献などについて知っていただくことを目的に、2013年に制定された「化学の日」
（10月23日）に合
わせたイベントとして、今回で6年目となります。出展する企業や教育機関がそれぞれのノウハウを生
かし、17個のブースで、小学校の授業とはまた違った趣向を凝らした様々な実験を用意しています。
「なんだろう？」
「どうなってるの？」
「やってみたい！」そんな不思議や驚きがつまった、ワクワクの種
がいっぱいの実験や工作等の体験を通じて化学の魅力や不思議さを子どもたちに伝えます。

㻝㻜᭶

㻝㻥᪥㻔ᅵ㻕㻞㻜᪥㻔᪥㻕

このたび、第53回日本てんかん学会学術集会を2019年10月31日（木）〜11月2日（土）の3日
間、神戸国際会議場、神戸ポートピアホテルで開催させていただくことになりました。阪神地区で
の開催は日本てんかん学会の半世紀以上の歴史のなかでも初めてのこととなります。
今回のテーマは「よりそうてんかん医療 -No One Alone- 」といたしました。てんかん診療は、患
者と医療者のみならず、地域医療や行政をはじめ、幅広く社会に対する働きかけが重要です。この
学術集会を通して、てんかん医療の最先端、日本のてんかん医療の諸問題、世界の中での立場、そ
して未来における展望について参加の皆さまが共有いただけることを祈念しております。皆さまの
ご参加を心からお待ちしております。

㻝㻥᪥㻔ᅵ㻕䠋㻥䠖㻟㻜䡚㻝㻣䠖㻜㻜㻌㻔ධሙ䛿㻝㻢䠖㻜㻜䜎䛷䠅

ホームページ ▶ http://www.kagaku21.net/kagakushow2019/

㻞㻜᪥㻔᪥㻕䠋㻥䠖㻟㻜䡚㻝㻢䠖㻜㻜㻌㻔ධሙ䛿㻝㻡䠖㻟㻜䜎䛷䠅

ホームページ ▶ http://www.c-linkage.co.jp/jes53/index.html

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）

（公財）神戸市スポーツ協会・
（株）神戸国際会館・アシックスジャパン㈱ 共同企画
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-12-2
Tel（078）302-8781 Fax（078）303-4006
URL https://www.kobe-spokyo.jp/world-kobe/
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）
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Conference & Exhibition
第43回日本死の臨床研究会年次大会

技能グランプリ＆フェスタ2019“きて、みて、ふれて、みんなで楽しむものづくり”

会 期／ 2019年11月3日（日・祝）〜 4日（月、休）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
大会長／ 安保 博文（六甲病院）
松本 京子（NPO法人神戸なごみの家理事長）
主 催／ 日本死の臨床研究会

会

日本死の臨床研究会は、わが国におけるホスピス・緩和ケアに関する研
究会の先駆けであり、1977年に創設されました。その活動は、当初がん患
者の「ターミナル・ケア」から始まり、死に直面したがん患者とその家族を支
えるためのケアについて探求するとともに、がん以外の疾患や災害による
死などに関しても議論を行い、文化的・宗教的側面からも死に関する検討
を行って、死をめぐるケアのあり方について正面から取り組んできました。
今回の年次大会では、生と死の問題に直面して苦しむ人、苦しむ人を支
援する人、その両者の生と死の葛藤をめぐり、それを解決しようとするので
はなく、葛藤をどう支えるかという視点でアプローチしていきたいと思いま
す。
2019年秋の神戸の地で、皆様の活発な議論がなされることを期待してい
ます。

ホームページ ▶ http://jard43.umin.jp/

「技能グランプリ&フェスタ2019」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、世界で活躍する兵庫のものづくりを目指して、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。

（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

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

第64回日本生殖医学会学術講演会・総会

第27回日本消化器関連学会週間（JDDW 2019 KOBE）

会 期／ 2019年11月7日（木）〜 8日（金）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
大会長／ 岡田 弘
（獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科 主任教授）
主 催／ 獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科

会
会
主

第64回日本生殖医学会学術講演会・総会を2019年11月7日（木）〜8日（金）
に神戸国際会議場、神戸国際展示場で開催いたします。
生殖医療に大変革をもたらした体外受精は、40年を経て今では20人に1人が
誕生する普遍的な挙児手段になりました。加齢により精子・卵ともに質の低下が
起こることが明らかになる中で、本邦では世界に先駆けて、晩婚・晩産化傾向は
継続しているため、治療に難渋する例が増加しています。多因子による複雑な病
態が「子どもが出来ない」という共通の状態で現れている、不妊症という疾患に
対応するためには、それぞれの患者カップルに最適な治療手段を講ずる必要があ
ると考え、今回のメインテーマを「世界に発信する個別化生殖医療」といたしまし
た。
このテーマにふさわしい、プログラムを計画いたしておりますので、多数のご参
加を心からお待ちいたしております。

ホームページ ▶ http://www.congre.co.jp/jsrm64
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会
主

期／ 2019年11月9日（土） 10：00 〜 16：30
2019年11月10日（日）10：00 〜 16：00
場／ 神戸国際展示場３号館
催／ 技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

CONVENTION KOBE

期／ 2019年11月21日（木）〜 24日（日）
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
催／ 一般社団法人 日本消化器関連学会機構

JDDWは複数の消化器系の学会が同時開催するユニークな集会である
ため、医師や研究者が専門分野での最先端の医学知識を発表し討論する
場にとどまらず、専門領域が異なる参加者が広く他領域の新たな知見に接
して情報を取り入れ、消化器病学の進歩を実感する貴重な場としても機能
しています。最先端の消化器系アカデミズムだけではなく、医療セミナーを
開催して会員に対し実地臨床における医療制度や医療の社会的話題を提
供していますし、看護師をはじめとするメディカルスタッフのためのセッショ
ンも開催しております。JDDWではこれらの活動を通じて消化器関連のア
カデミアを推進するだけでなく、我が国における消化器診療の質を向上さ
せることで国民の福祉に貢献しようと考えています。
我が国の誇るこの学術集会を一層実りあるものにすべく、会員の皆さま
には是非ともJDDW 2019に参加していただきますよう宜しくお願いいたし
ます。

ホームページ ▶ https://www.jddw.jp/jddw2019/
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Conference & Exhibition
「第32期竜王戦七番勝負第3局」＆「同時開催イベント」

Frontiers in Genome Engineering 2019

会

会 期／ 2019年11月25日（月）〜 27日（水）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ 近藤 昭彦（神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 研究科長）
主 催／ ゲノム工学シンポジウム実行委員会

会
主

期／ 竜王戦対局2019年11月9日（土）、10日（日）
同時開催イベント 2019年11月8日（金）、9日（土）、10日（日）
場／ ポートピアホテル、神戸国際会議場
催／ 竜王戦対局／読売新聞社、公益社団法人日本将棋連盟
同時開催イベント／「竜王戦 in KOBE」事業実行委員会

将棋界最高位タイトル戦「竜王戦」の第32期第3局の神戸開催が決定
しました。竜王戦は1987年に創設された優勝賞金4,320万円の公式戦で
す。今回、広瀬章人竜王に豊島将之名人が挑戦、熱い戦いが神戸で繰り
広げられます。地元神戸では実行委員会を組織し、竜王戦の開催にあわ
せ、将棋ファンや将棋が初めての方にも楽しんでいただけるイベントを同
時開催します。是非、この機会に神戸で将棋の魅力に触れてください。
◆竜王戦対局／2019年11月9日（土）、10日（日）
神戸ポートピアホテル
（見学は不可、対局の様子は竜王戦中継サイト、Abema TV、
ニコニコ生放送等でご覧いただけます。）
◆同時開催イベント
（すべて事前申込み必要、応募締切10月4日（金）応募多数の場合は抽選）
〇前夜祭（有料）
11月8日（金）18:00〜20:00 神戸ポートピアホテル
広瀬章人竜王、挑戦者、対局関係者と直接交流できる機会です。
〇こども将棋大会 目指せ!「こども竜王 in KOBE」
（無料）
11月9日（土）9:30〜13:00 神戸国際会議場 5階
プロ棋士の先生をお招きしてのクラス別将棋大会です。
〇こども将棋大会 特別プログラム（無料）
11月9日（土）こども将棋大会終了後 神戸国際会議場 5階
プロ棋士との指導対局、
「竜王アカデミー in KOBE」も開催。
〇大盤解説会（無料）
11月10日（日）10:30〜 神戸国際会議場 メインホール
プロ棋士がリアルタイムで竜王戦の戦局を解説します。
昼食やおやつの情報も。
賞品があたるクイズタイムもあります。

この度、第3回Frontiers in Genome Engineering国際会議を2019年11月25日（月）から11月27日（水）の3日間にわたり、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）にて開催する運びとなりました。
CRISPR-Cas9を用いたゲノム編集技術が報告された2013年以降、ゲノム編集は基礎科学から遺伝子治療など臨床応用をふく
む多岐にわたる分野において広く普及し、今もなお急速な進展を続けております。
Frontiers in Genome Engineering国際会議は、ゲノム編集に関する基礎研究だけでなく、
ゲノム編集が秘める可能性を人類に役立てる応用研究をも主題としています。2017年にソウ
ルで、2018年には北京で開催され国内外からそれぞれ228名、243名の著名なゲノム編集研
究者が集い、連日、最先端の研究成果をもとに熱い議論が繰り広げられ、多大な成功を収め
ました。その第3回となる今大会に、是非とも皆様のご参加をお待ちしております。
https://fge2019.jp/

Keynote Speakers

ホームページ ▶ https://fge2019.jp/

広瀬章人竜王

CONVENTION KOBE

会 期／ ICPH2019: 2019年11月28日（木）〜 12月1日（日） ICoFF2019 ／ ISNFF2019: 2019年12月1日（日）〜 12月5日（木）
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
大会長／ ICoFF2019 ／ ICPH2019 ／ ISNFF2019 合同開催組織委員会 組織委員長 兼 ICoFF2019会頭／
ICPH2019会頭 芦田 均（神戸大学大学院農学研究科・教授）、ICPH2019会頭 下位 香代子（静岡県
立大学食品栄養科学部・教授）、ISNFF2019会頭 佐藤 健司（京都大学大学院農学研究科・教授）
主 催／ ICoFF2019 ／ ICPH2019 ／ ISNFF2019 合同開催組織委員会

この度、2019年11月28日（木）〜12月5日（木）に、神戸国際会議場、神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル他において、機

豊島将之名人
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Virginijus Siksnys

Wensheng Wei
Hui Yang
Baohui Chen
Hyongbum Kim
Jin-Soo Kim
Caixia Gao
Alexis Komor
Kathy Niakan
Prashant Mali
Benjamin Kleinstiver

The 7th International Conference on Food Factors The 9th International Conference on Polyphenols and Health The 12th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods

申込み方法など詳細は専用ホームページをご覧ください。

専用ホームページ ▶ https://www.ryuo-kobe.com

Feng Zhang

Invited Speakers

Keiji Nishida
Izuho Hatada
Kosuke Yusa
Tomoji Mashimo
Hideyuki Okano
Keiichiro Suzuki
Osamu Nureki
Knut Woltjen
Jacob Corn
Debojyoti Chakraborty

能性食品因子に関わる3つの代表的な国際学会であるThe 7th International Conference on Food Factors（ICoFF2019）/The
9th International Conference on Polyphenols and Health 2019（ICPH2019）/The 12th International Conference and
Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods 2019（ISNFF2019）をFOOD FACTOR WEEK IN KOBEと銘打って、同時
期に開催する運びとなりました。「機能性食品因子」研究は日本で始まりましたが、今では、日本だけでなく世界中に広まっており、
今後一層高まっていくものと期待されます。今回の学会では、約40カ国からの参加者が来場し、研究成果を公表します。この学会
が皆様への情報の場となると共に、世界中の研究者との交流の場となることを期待しています。食品関係の研究者や企業の方々
には、是非ご参加いただき、ディスカッションと情報収集されることを心から願っております。

ホームページ ▶ ICPH2019: http://icph2019.umin.jp/ ICoFF2019 ／ ISNFF2019: http://icoff2019.umin.jp/

ICoFF / ISNFF

The 7th International Conference on Food Factors (ICoFF2019)
The 12th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods (ISNFF2019)
Theme
Presidents

Period
Web

Food Factor Science from Molecular to Human Studies
ICoFF2019 President

ISNFF2019 Local Conference President

Hitoshi Ashida (Kobe University) Kenji Sato (Kyoto University)

December1 (Sun) -

5 (Thu), 2019

http://icoff2019.umin.jp/

ICPH

The 9th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2019)
Theme
Presidents

Period
Web

Basic and Human Studies to Reach Our Goal
Hitoshi Ashida (Kobe University)
Kayoko Shimoi (University of Shizuoka)

November 28 (Thu)

- December1 (Sun), 2019

http://icph2019.umin.jp/

FOOD FACTOR WEEK IN KOBE
Venue

Kobe Convention Center, Kobe, Japan

Important Dates

Secretariat Information

Early-bird registration deadline: August 1, 2019
Abstract submission deadline: June 30, 2019

ICoFF2019 / ISNFF2019 / ICPH2019 Registration Secretariat

c/o JTB Communication Design Inc., Meeting & Convention Business Unit
JTB Bldg. 7F, 2-1-25, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056, Japan
Tel: +81-6-4964-8830, Fax: +81-6-4964-8808
E-mail: icoff-icph2019@jtbcom.co.jp

CONVENTION KOBE
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Conference & Exhibition
CVMW2019

心血管代謝週間

会 期／ 2019年12月14日（土）〜 15日（日）
会 場／ 神戸国際会議場
第27回日本血管生物医学会学術集会／ 野出 孝一（佐賀大学医学部 内科学講座 主任教授）
第23回日本心血管内分泌代謝学会学術総会／ 柏原 直樹（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学 教授）
第36回国際心臓研究学会日本部会／ 北風 政史（国立循環器病研究センター 臨床研究部 部長）

会 期／ 2020年2月20日（木）〜 22日（土）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸商工会議所、アリストンホテル神戸
大 長／ 中山 伸一（兵庫県災害医療センター センター長）
副会長／ 山下 晴央（神戸赤十字病院 院長）
空地 顕一（兵庫県医師会 会長）
小谷 穣治（神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 災害・救急医学分野 教授）

この度、第27回日本血管生物医学会学術集会（会長/佐賀大学 野出孝一）、第23
回日本心血管内分泌代謝学会学術総会（会長/川崎医科大学 柏原直樹）、第36回国
際心臓研究学会日本部会（会長/国立循環器病研究センター 北風政史）、の2019年
度年次集会の3学会大会長は、当該年度学術集会を、心血管代謝週間（CVMW）と
称し12月14日（土）、15日（日）の2日間、神戸国際会議場で共同開催することを決定
いたしました。
CVMW 2019の統一テーマは「Global ScienceからPrecision Medicineへ」と定
めました。共同開催を記念して、特別講演やシンポジウム等の共同プログラムも企画し
ておりますので、どうぞご期待ください。
共同開催を契機に、より幅広い層の研究者が集い、交流が促進され、各学会の発
展、分野の研究の深化につながることを期待しております。是非、皆様のご参加をお
待ち致しております。

この度、阪神・淡路大震災から25年となる2020年、いわば第25回記念大会と
もいえる学術会議を神戸の地で開催させていただく運びとなりました。あの震災
での教訓と反省をもとに、わが国の災害医療体制は大きく見直しが進み、様々な
変革と進歩を遂げて参りました。被災を経験した者のひとりとして、その事実を目
の当たりにする時、喜びと関係者への感謝の思いで胸が熱くなるのを覚えます。し
かしながら、その一方で同時にわが国を襲う災害はその数も種類も増加の一途を
たどり、まるで私たちの努力や進歩をあざ笑うかのようです。南海トラフ地震も予
想される災害列島に住む私たちが、今後どう準備（Prevention & Preparedness）
を進めて行くべきか、様々な角度から見直す時期に来ているのではないか？そんな
思いから、メインテーマをかなりchallengingな「これでいいのか、災害医療！」とし
ました。未来志向に立脚しながら、建設的な議論の機会を提供し、今後の災害医
療・災害医学の進むべき道を幅広い参加者の方々（本学術会議には、医療分野は
もちろんのこと、国内外から理工学系、社会学系などの関連学会の方々や行政を
含む幅広い分野・職種の方々が参加します）と模索したいと考えております。な
お、あわせて一般市民も参加できる県民フォーラムも開催致します。

ホームページ ▶ http://www.c-linkage.co.jp/cvmw2019/

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/25jadm/

日本子ども虐待防止学会第25回学術集会ひょうご大会

第29回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会

会 期／ 2019年12月21日（土）〜 22日（日）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ 飯島 一誠（神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 教授）
主 催／ 一般社団法人日本子ども虐待防止学会／日本子ども虐待防止学会第25回学術集会ひょうご大会実行委員会

会 期／ 2020年2月28日（金）〜 2020年3月1日（日）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 足立 了平（神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科 特命教授、医療法人社団 関田会 ときわ病院 歯科口腔外科 部長）
主 催／ 日本有病者歯科医療学会

この度兵庫県にて第25回日本子ども虐待防止学会を開催することとなりまし
た。
顧みますと、1990年代から子ども虐待に対する社会の関心が進み、東京と大阪
からその実践が始まり、2000年には虐待防止法も制定されました。しかしながら
いまだ子どもたちの虐待事例は減少せず死亡例も減っていません。
この学会は、1994年に発足し毎年全国から子どもの虐待防止に関係されてい
る福祉・医療・保健・教育・司法・行政・そしてNPO団体など様々な領域の方々や
子どもの健やかな成長発達に関心を持った方々が約2000有余名参加されておら
れます。
このような状況の中、兵庫県では2001年に続いて2回目の開催となります。
今回は令和元年にちなみ、
「新しい時代を拓く」をテーマとして掲げ、実りのあ
る会になるよう鋭意準備を始めております。子どもに関わる多職種の方の多数のご
参加をお待ちしております。

第29回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会を、2020年2月28日〜3
月1日に神戸国際会議場で開催します。医療現場から地域へという医療と福祉
の連携はこれからの大きな課題であることから、本大会のメインテーマを「繋
ぐー地域へ」としました。
「繋ぐ（つなぐ）」はいろいろな意味を含んでいます。人と人をつなぐ、次世
代につなぐ、過去から未来につなぐ。2020年秋には「はやぶさ2」の地球への
帰還が予定されており、
「透過型走査X線顕微鏡による有機物分析の現在〜
はやぶさ2から医学利用まで」と題し、分子化学研究所の大東琢治先生による
特別講演を予定しています。地球誕生の太古と今をつなぐ興味深い話が聞け
るものと考えております。
阪神・淡路大震災から25年となる節目にあたることや、神戸市が進める「健康
創造都市KOBE」などの多彩なイベントも用意しておりますので多くの方々のご
参加をお待ちしています。

ホームページ ▶ https://www.jaspcan25.jp
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第25回日本災害医学会総会・学術集会

CONVENTION KOBE

ホームページ ▶ http://www.jsdmcp29.org/
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Conference & Exhibition
3rd International Conference on Computational Engineering and Science for Safety and Environmental Problems （COMPSAFE 2020）
会 期／ 2020年3月8日（日）〜 11日（水）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 磯部 大吾郎（筑波大学 教授）
主 催／ 日本計算工学会、日本計算力学連合
我々を脅かす様々な災害に対する防災、減災技術の発展は、より安全で
暮らしやすい社会の実現に不可欠です。一方で、種々の災害は実験による
再現や検証に危険や困難を伴うものも多いため、コンピュータシミュレー
ション技術を援用した計算工学、計算力学の活用に期待が寄せられていま
す。防災・減災は、国境を越えた人類の普遍的な課題であることから、日本
人研究者からの発案によって、世界中の研究者が議論を交わす場として本
国際会議COMPSAFEが企画されました。
第1回（2014年、仙台）、第2回（2017年、中華人民共和国・成都）に引
き続き、第3回となる本会議を、2020年3月8日（日）から11日（水）にかけ
て神戸国際会議場で開催いたします。1995年の阪神・淡路大震災から復
興を成し遂げた神戸において、次世代の安全・安心な社会を実現するための
活発な議論がなされることが期待されます。皆様のご参加をお待ちしており
ます。

ホームページ ▶ https://compsafe2020.org/

補助金についてのご案内
神戸市（ポートピア81記念基金）
（一財）神戸観光局

ＴＥＬ ０７８
‐
３０３
‐
００９０ ＦＡＸ ０７８
‐
３０２
‐
６４７５
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1
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（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
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KOBE
（ 一 財 ）神 戸 観 光 局
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目 9-1

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

