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※上記は都合によりキャンセル・変更される場合があります。

開催を終えて開催を終えて開催を終えて開催に寄せて開催に寄せて開催に寄せて

24-29 Jun. 2007

　現代社会に必要不可欠な半導体の世
界では、集積度が18ヶ月で2倍に増加する
という驚くべき技術革新が今も続いていま
す。これにより、わずか１cm角程度のシリコ
ンチップ上に多数のプロセッサを集積化し
た、MPSoC（Multi Processor System 
on Chip）と呼ばれる大規模な集積回路を
製造することが可能になりました。MPSoC
を用いると、大規模な動画像、音声、テキス
トなどの情報を瞬時に処理することが可能
になるので、MPSoCのインパクトは、航空
機・自動車などの輸送システム、ロボット、教
育、エンターテインメントなどの分野に広がり
つつあります。
　MPSoCフォーラムは、MPSoCの応用、
アーキテクチャ（方式）、ハードウェア、ソフトウ
ェア、回路技術、検証、テストなどに関する
総合的な議論を行う国際会議です。この
会議は2001年に開始され、ヨーロッパおよ
び米国で毎年開催されてきました。今回は
7回目で、アジア地区では初めての開催に
なります。この会議の特長は、講演者を世
界のトップレベルの研究者とCTOクラスの
エキスパートに限定して将来を見通す高い視点から技術動向を議
論していることや、参加者は1週間泊まり込んで徹底的に議論する
という会議スタイルをとっていることで、これまでに多くの成果を挙げ
てきております。

9-11 Jan. 2007

国際シンポジウム「Functional 
Organization of the Nucleus」
　この国際会議は、生命の基本構造としての
「細胞核」に焦点を当て、その構造と機能につい
て議論するために開かれた。この分野は、生命
科学の基礎となっており、組織の再生や生物の
発生の仕組みを理解する上でも重要と考えられ
ている。国内外の第一線の研究者や若手研究
者ら約１５０名が参加し、口頭発表４１題、ポスタ
ー発表６２題により、世界最新の成果が発表・議
論された。特に海外からは、有名学術雑誌のエ
ディターを務めるような一流研究者１４名が参加
しており、議論は大変活気あるものとなった。当
然、発表や質疑応答はすべて英語で行われた
が、日本人参加者も大いに議論に参加しており、我が国のこの分野のレ
ベルの高さを示した。会議は、議論を戦わせながらも、終始なごやかな雰
囲気で進められた。それは、会場となっている会議場やホテルが大変快
適だったことが大きい。施設の素晴らしさだけでなく、スタッフの皆さんの

仕事が素晴らしかったことに、
オーガナイザーの一人として心
より感謝したい。この会議を開
催するに当たり資金援助を受
けた文部科学省特定領域研
究「細胞核ダイナミクス」総括
班、大阪大学生命機能学科、
（独）情報通信研究機構に感
謝します。

会 議 名 主なお問い合わせ先
2007年4月～9月開催予定の主な会議一覧2007年4月～9月開催予定の主な会議一覧

Osamu Nakamura Conference 2007
ECC国際外語専門学校新入生オリエンテーション
日本分子生物学会第 7回春季シンポジウム

6th International Conference on Inelastic 
X-Ray Scattering （IXS2007）
第 5回幹細胞シンポジウム
第 47回日本リンパ網内系学会学術集会
International Lymphoma Study Group

社団法人淡路青年会議所設立 45周年記念式典
第 41回 40周年記念中学校退職校長会総会
7th International Forum on Application-Specific 
Multi-Processor System on Chip （MPSoC 2007）
第 3回平成医療福祉グループ学術大会
第 2回ＴＯＳＳ Ｗ木村塾 Ｉｎ 淡路

ショウジョウバエ研究会第 8回研究集会
第 3回ＣＫＰ研究会
第 9回固定チームナーシング近畿地方会
AM-FPD '07
神戸大学大学院医学系第５回COE研究討論会
第 25回内分泌・代謝学サマーセミナー
2nd International Symposium on Mobiligence in Awaji
超塑性加工ものづくり研究会
浅田共創知能システムプロジェクト研究発表会（仮称）
12th International Symposium on Novel 
Aromatic Compounds （ISNA-12）

緑内障サマーキャンプ2007
第 8回アジア太平洋フォーラム・淡路会議
‘07酒井式レベルアップ講座 in 淡路
第 37回全国珠算学校連盟集合研修会
全浦声会
淡路島七福神霊場会開創三十五周年記念祝賀式典

第 7回あわじしま感染症・免疫フォーラム
第 4回ＴＯＳＳ伴一孝ドリーム講座 in 淡路
The 8th Annual Symposium Japanese Society 
for the Advancement of Women's Imaging
UAE研究会（子宮筋腫塞栓療法研究会）
バイオCOEサマーキャンプ2007
第 24回有機合成化学セミナー
平成 19年度近畿ブロック商工会女性部研修会（仮称）
国連大学グローバルセミナー2007
4th International Workshop on Infrared Microscopy and 
Spectroscopy with Accelerator Based Sources （WIRMS2007）
第２回若手医師のための腎セミナー

大阪大学工学研究科応用物理学
ECC国際外語専門学校
徳島大学ゲノム機能研究センター

財団法人高輝度光科学技術センター

大阪大学大学院医学系研究科
東海大学医学部内科学系血液・腫瘍内科学
名古屋大学大学院医学系研究科

社団法人淡路青年会議所
兵庫県中学校退職校長会
大阪大学大学院
情報科学研究科
NPO法人平成医療福祉研究会
ＴＯＳＳ淡路キツツキ

理化学研究所神戸研究所
サイバー関西プロジェクト
固定チームナーシング近畿地方会
産業技術総合研究所太陽光発電研究センター
神戸大学附属病院
神戸大学医学系研究科細胞分子医学
神戸大学工学部機械工学科
大阪府立大学大学院工学研究科
浅田共創知能システムプロジェクト
大阪大学大学院基礎工学研究科

株式会社ジェイコム
財団法人兵庫県国際交流協会
TOSS淡路キツツキ
社団法人全国珠算学校連盟
全浦声会
淡路島七福神霊場会

大阪大学微生物病研究所
TOSS淡路キツツキ
神戸大学医学部放射線医学教室

杏林大学医学部放射線医学教室
奈良先端科学技術大学院大学
徳島文理大学薬学部
兵庫県商工会連合会
財団法人神戸国際協力交流センター
神戸大学大学院自然科学研究科

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部病態情報診断学

4月

5月

6月

7月

8月

9月

大阪大学
大学院情報科学研究科 
教授

今井正治

九州大学
システムLSI研究センター 
センター長

安浦寛人

　第47回日本リンパ網内系学会学術集会
はこれまで行ってきた都市型の集会とは趣
を異にして、瀬戸内の自然に恵まれた淡路
夢舞台国際会議場で平成19年5月24日
（木）～26日（土）の3日間開催することにし
ました。豊かな自然とゆったりとした時間の
流れの中で参加者が一堂に会して共通の
テーマをじっくり討論できるコンファレンス型
の学術発表と情報交流の場にしたいと考
えています。特別講演は「悪性リンパ腫の
分子病態」「わが国における悪性リンパ腫
治療研究の歴史と課題」、シンポジウムとし
て悪性リンパ腫の成り立ちの仕組みと腫瘍
細胞を標的とした新しい治療法について国内外の第一線の研究
者を招いて討論します。そして最新治療はどこまで到達したのか、今
後どのような展開をみせるのかを討論して病態解明と治療研究の
方向性を明らかにしたいと考えています。5月24日の夕方にはイブニ
ングセミナーとレセプション、25日の夜には会場に隣接する「奇跡の
星の植物館」での懇親会を予定しています。参加者には幻想的な
雰囲気の中で音楽と会話を楽しんでいただけると期待しています。

24-26 May. 2007

第47回日本リンパ網内系学会学術集会

7th International Forum on 
Application-Specific Multi-Processor 
System on Chip （MPSoC 2007） 第33回水晶体研究会

12-13 Jan. 2007

　眼の水晶体は外界からの光を網膜に結像さ
せるというレンズの役割を果たしています。レン
ズの役割を果たすためには水晶体が透明でな
ければなりません。水晶体の透明性が失われ
た疾患が白内障と呼ばれるものです。日本人な
ら80歳以上の人であれば80-90％の人が白内
障となり、私達は白内障を避けて通ることはで
きません。臨床分野では混濁した水晶体は手
術で除去し、合成レンズを挿入しますが、これか
らの少子高齢化社会では医療費を大きく圧迫
しますし、術後の混濁もない訳ではありません。
白内障の撲滅のためには、どのようにして水晶
体が混濁するのか、又、水晶体はどのようにしてその透明性を維持し
ているのか、その機構を解明しなければなりません。同時に薬物治
療、新規治療薬の開発も必要です。本研究会はこれらの目標達成の
ために基礎と臨床の水晶体に携わる研究者が一堂に会してまさに膝
をつきあわせて議論をし、情報交換の場を持つことを主旨として開催
されてきています。
　今年は宿泊施設を完備した会場という本研究会の目的にあった夢
舞台を会場として選択しました。ホテルも会場も大変ホスピタリテイがよ

かったと参加者から大好評
を得ることができました。参
加者は約100名でしたが、
若手研究者の参加も多く、
実りある研究会にすることが
できました。会議場とホテル
のスタッフの方々には細か
いところまでご配慮いただき
心より感謝申し上げます。

原口徳子

（独）情報通信研究機構
未来 ICT 研究センター
主任研究員

1月～3月に開催された1月～3月に開催された
主な会議主な会議
1月～3月に開催された
主な会議

The 9th International 21st Century COE The 9th International 21st Century COE 
Symposium on Integrated EcoChemistry（1月）Symposium on Integrated EcoChemistry（1月）
The 9th International 21st Century COE 
Symposium on Integrated EcoChemistry（1月）

第1回糖尿病医療看護セミナー第1回糖尿病医療看護セミナー
～夢舞台Meeting～（1月）～夢舞台Meeting～（1月）

北東アジア地域自治体連合北東アジア地域自治体連合
第5回防災分科委員会（2月）第5回防災分科委員会（2月）

CREST 「光電場のナノ空間構造によるCREST 「光電場のナノ空間構造による
新機能デバイスの創製」シンポジウム（3月）新機能デバイスの創製」シンポジウム（3月）

第1回国際シンポジウム・FDワークショップ第1回国際シンポジウム・FDワークショップ
「21世紀の口腔科学が目指すべき方向性」（3月）「21世紀の口腔科学が目指すべき方向性」（3月）

ITあわじ会議（3月）ITあわじ会議（3月）

第1回糖尿病医療看護セミナー
～夢舞台Meeting～（1月）

北東アジア地域自治体連合
第5回防災分科委員会（2月）

CREST 「光電場のナノ空間構造による
新機能デバイスの創製」シンポジウム（3月）

第1回国際シンポジウム・FDワークショップ
「21世紀の口腔科学が目指すべき方向性」（3月）

ITあわじ会議（3月）

眺めながら、大
自然が演出す
る海の芸術
「うずしお」を
間近に感じる「うずしお観潮クルーズ」は国際会議などのエクスカ
ーションとしてご利用いただけます。また、「うずしお科学館」（大鳴
門橋記念館内）では、3D立体映像でうずしおのロマンとメカニズム
に触れることができ、鳴門海峡が目前に迫る絶景地「道の駅うずし
お」は、休憩の場として気軽に立ち寄ることができる観光スポットで
す。（いずれも観潮船乗場から車で所要15分）
　観潮船「咸臨丸」：ジョイポート南淡路（株）
　観潮船「ヘリオス」：マリノポート伊毘
　うずしお科学館、道の駅うずしお：大鳴門橋記念館

　「うずしお」は、潮の干満差から生じ
る激しい潮流によってできる自然現象
です。淡路島の南端に位置する「鳴門海
峡」は、約1.3kmの狭い海峡で、瀬戸内海
と太平洋の水位に最大1.5mの落差ができる
ために、時速20kmという潮流が起こります。こ
れは国内では最速、世界でも3番目の早さを誇
り、潮流の早さに加え、海岸線や海底の複雑
な地形の影響により、最大時では直径
30mに達する「世界一大きな渦」が発生

します。特に春と秋は潮の干満差が激しいため
渦が大きく、うずしおの見頃です。淡路島の福良港
や伊毘港からは「咸臨丸」「ヘリオス」といった観潮
船が毎日出航しており、瀬戸内海の美しい景色を

「うず」の大きさ世界一！「鳴門のうずしお」
淡路島のお薦め観光スポット

淡路島

鳴門

大鳴門橋

播磨灘
（瀬戸内海）

淡路夢舞台

紀伊水道
（太平洋）

写真提供：ジョイポート南淡路（株） 写真提供：淡路島観光連盟

藤井紀子

会長
京都大学原子炉実験所
教授

堀田知光

会長
国立病院機構
名古屋医療センター　
院長

http://www.uzu-shio.com/
http://www.webty.net/helios/

http://kinen.uzunokuni.com/index.html
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メインホール
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利 用 料 金（ 円 ）利 用 料 金（ 円 ）
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■ご利用料金（税込）■

世界から、日本から、快適アクセス
明石海峡大橋を経由し、車で大阪から60分、神戸から30分

（淡路I.C、東浦I.Cから車で5分）

運賃、時刻表等、詳細はHPをご覧ください。
http://www.yumebutai.org

※他に会議室・討議室・控室等18室を4,000円（9－17時）から
　ご用意しております。

■交通アクセス■

■公共交通機関■

新
神
戸
駅
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路
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台

三　

宮　

駅

■ご利用にお得な制度■
（財）兵庫県国際交流協会の国際会議開催助成金
（財）中内力コンベンション振興財団の助成金
「ウェスティンホテル淡路」ご利用時のコンファレンスレート
詳しくはお問い合わせ下さい。
　　　　　　　　淡路夢舞台国際会議場　TEL：0799-74-1020

あと が き 　春は色々な花が私たちの目を楽しませ、
心をなごませてくれますが、中でも「桜」は

特別な存在である気がします。「さまざまのこと思ひ出す桜かな」と
芭蕉が詠んだように、入学・卒業、出会い・別れなど、人生の節目と言
える出来事が多いこの季節に、そのシーンを彩る花として人それぞれに思
い入れがあるからかも知れません。
　ここ淡路夢舞台を訪れるお客様にも「夢舞台で桜を見ることができますか」と聞
かれることがあります。残念ながら、夢舞台にある桜の木は僅か･･･。ですが、淡路島
内には桜の名所が沢山あります。北部では、夢舞台から車で10分程の位置に「県
立淡路島公園」、車で30分程の位置には「浅野公園」、「円城寺」など。特に「浅野公
園」は、万葉の時代から歌に詠まれた由緒ある自然公園で、2,000本ものソメイヨシノが
咲き誇ります。南部では、洲本市の「薬師山」、「曲田山公園」、南あわじ市の「諭鶴羽
ダム」、「賀集八幡神社」他、多くの場所で見事な桜を見ることができます。（爲後）

北淡路地区にある施設群をステージに開催される花
の祭典。メイン会場である淡路夢舞台、国営明石海
峡公園では期間中多彩なイベントが開催されます。

好評開催中！ ～ 5月1313日（日）日（日）～ 5月13日（日）

イタリア フラワーショー
～もうひとつのローマの休日～　

チューリップ アイランドパーティー2007

淡路夢舞台温室
「奇跡の星の植物館」
3 21（水） 513（日）

淡路島国営明石海峡公園

4 7（土） 4 22（日）

http://www.awajihanahaku.or.jp

http://kokueiakashi.go.jp

※2007年3月16日
新神戸、三宮、高速舞子と淡路夢
舞台間の高速バスダイヤ改正。
高速舞子―淡路夢舞台間、最短
で14分。淡路夢舞台により早く、
より近く。

　いかなごはスズキ目イカナゴ科に属する銀白色の細長い魚。きれいな砂
地の浅瀬に生息し、淡路島周辺の「鹿の瀬」「沖の瀬」をとりまく播磨灘、
大阪湾が漁場です。12月～1月にかけて産卵、2月下旬頃には体長3cmの
稚魚となり、「新子（シンコ）」と呼ばれます。2月下旬
～3月初旬、春の訪れとともにシンコ漁が解禁される
と、多くの船曳網の船団がこの群を追い、春の海が
活気づきます。兵庫県は北海道につぐ全国2位の
水揚げを誇り、明石海峡・淡路島近海のいかなごは
肉質が柔らかく特においしいとされています。
　食べ方は「くぎ煮」、「釜あげ」が一般的。炊きあがった姿が「さびて折れ
曲がった古釘」に似ていることから名付けられた「くぎ煮」は、新鮮ないかな
ごを醤油、砂糖、酒、みりん、生姜などで甘辛く炊き上げた淡路島の名物
で、おみやげとしても人気の商品です。明石、淡路の主婦たちは、3月の声
を聞くと、くぎ煮作りの大鍋や調味料を揃え、いかなご漁の解禁を待ちわび
ます。家々から立ち込める甘辛い香りは、まさに春の風物詩と言えます。ま
た、「釜あげ」は水揚げされたばかりのいかなごを塩ゆでしたもので、大根お

ろしやポン酢をつけて食
べるのが美味。日持ちし
ないため、地元でしか味
わえない「季節限定・
通」の味です。

淡路島に春を告げる魚　いかなご淡路島に春を告げる魚　いかなご

やくしさん

かしゅう

ゆづるはまがたやま


