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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

The 7th  Internat ional  Fr ic t ion St i r  
Welding Symposium was held at the 
Awaji Yumebutai International Conference 
Center in Japan between May 20th and 
22nd 2008. This event is organised every 
two years by the Friction Stir Welding 
Licensees Association (based at TWI Ltd 
in Cambridge UK), and the event rotates 
between Europe, North America and 
Japan, as these are the main centres of 
usage of the process. The event was 
attended by over 170 delegates from 17 
different countries, and about 60 of the delegates were from 
Japan. The excellent facilities of the Conference Centre 
provided a perfect venue for the delegates to hear over 80 oral 
presentations, and to read 15 high quality posters. We were 
very impressed with the facilities for the simultaneous 
translation between English and Japanese, and the high 
quality of the service provided by the translators. There was 

会 議 名 主なお問い合わせ先
2008年10月～2009年3月開催予定の主な会議一覧2008年10月～2009年3月開催予定の主な会議一覧

11th International Symposium on Advances of 
Abrasive Technology （ISAAT2008）
自然の再生と共生国際フォーラム in 淡路夢舞台
3rd International Conference on Electrophoretic 
Deposition: Fundamentals and Applications
第16回こころづくり絵画教室 in 淡路夢舞台
平成20年度兵庫県立高等学校長協会秋季総会・
研究協議会
日本フォーカシング協会　フォーカサーの集い
超階層制御国際ワークショップ
18th IKETANI CONFERENCE
EAROPH姫路・兵庫世界大会2008
ノータリンクラブ秋季総会
物質創成科学研究科　博士論文中間審査会
アジア青年建築交流会議

第52回宇宙科学技術連合講演会
FOSE 2008
大阪大学VBL異分野融合研究会
International Topical Meeting on Information 
Photonics 2008（IP2008）
BIONETICS 2008

近畿学生相談研究会第41回特別例会
2008 Japan-USA Seminar on Polymer Synthesis
International Symposium on Core University 
Program(CUP) between Japan and Korea

第3回糖尿病療養看護セミナー～夢舞台meeting～

2008～2009年度国際ロータリー第2680地区淡
路グループI.M.
第４回ＴＯＳＳ Ｗ木村塾 In 淡路

大阪大学グローバルヒストリー国際ワークショップ（仮称）
ITあわじ会議
京都大学G-COE（物質科学の新基盤構築と次世
代育成国際拠点）若手萌芽研究発表会（仮称）

10月

11月

12月

1月

2月

3月

Philip L 
Threadgill

PhD   TWI Ltd

　2008年11月16日（日）～20日（木）に、情報フォ
トニクス国際会議が開催されることになりました。
情報フォトニクスは、情報社会における光学に関
連した手法、デバイス、モデル、応用を含む総合
的な研究分野です。本会議は、情報フォトニクス
分野に携わる国際的な科学者、研究者、技術
者、学生が一堂に会して議論できる場を提供し、
同分野の発展に寄与することをめざしています。
　情報フォトニクス国際会議の開催は、2005年
シャーロット（米国）、2006年サンクトペテルブルグ
（ロシア）に続く3回目ですが、以前は光コンピュー
ティング（Optical Computing）－OCの名称で親しまれていた一連の
国際会議の流れをくむものです。情報フォトニクス分野は我が国が優位
性をもっている研究領域の一つであり、本会議が新たな国際展開につ
ながることを期待しています。淡路夢舞台国際会議場のすばらしい設
備や環境と共に、参加される方々の印象に残る会議にできるよう、関係
者一同取り組んでおります。

2008年情報フォトニクス国際会議
International Topical Meeting on Information 
Photonics 2008 16-20 Nov. 2008

大阪大学
大学院情報科学研究科
教授

谷田　純

　2006年にイタリア・トレントで第1回目を、2007
年にハンガリー・ブダペストで第2回目を開催した
国際会議BIONETICSを、今年、淡路夢舞台
国際会議場にて開催することになりました。日本
で開催する場合、まずは観光地の京都や奈良
が候補に挙がります。今回もS t e e r i n g 
Committeeからはそのような要望も一部ありまし
た。しかし、夢舞台国際会議場の、美しい海や
緑あふれる公園に囲まれた閑静な環境は会議
に相応しいというだけでなく、日本人古来の価
値観そのものであり、優秀な会議場スタッフの存
在とともに会議場選定の決め手になりました。本会議は、その名のと
おり、生物学との融合によって情報科学の新しい発展を目指そうとす
るものです。科学技術の新しい飛躍的発展には先端科学技術の融
合によるイノベーションが不可欠と言われていますが、本国際会議は
その先鞭をつけたものであり、世界的なコミュニティーが急速に広がり
つつあります。現在、併設ワークショップも含めて、会議場スタッフのご
支援をいただきながら有意義な会議が開催できるよう鋭意準備を進
めているところです。（URL: http://www.bionetics.org/）

第3回生物に学ぶネットワーク／情報／計算
システムのモデル化に関する国際会議
Third International Conference on Bio-Inspired Models of Network, 
Information, and Computing Systems （BIONETICS 2008）25-28 Nov. 2008

村田正幸

　2008年11月5日（水）～７日（金）に、第52回宇
宙科学技術連合講演会を開催することになりま
した。本講演会は、航空宇宙工学・理学に関する
国内最大規模の学会であり、広く宇宙科学およ
び宇宙技術関係の研究者、技術者に最新の研
究発表の場を提供すると共に、学生から社会人
まで幅の広い研究交流を深めて、わが国の科学
技術の発展に寄与することを目的としておりま
す。国内の航空宇宙に従事する関係者であれ
ば、必ず一度は経験したことのある歴史のある講
演会です。主催団体である日本航空宇宙学会
は、国内の航空宇宙関連の関係会社・大学等
の代表者にて15の部門委員会から構成されており、本宇宙科学技術
連合講演会については、宇宙関連の3部門が中心となって企画、運営
をしているものです。これまで毎年1回、国内各地にて実施してきまし
た。昨年は北海道札幌で開催しましたので、今年は関西地区中心に
会場を探し、充実した設備と素晴らしい自然に囲まれた、淡路夢舞台
国際会議場を選定しました。今回の講演会では、国際宇宙ステーション
の日本実験棟「きぼう」や、月探査衛星「かぐや」の成果を始めとして、
500件の講演が予定されており、600名に及ぶ参加者を迎え、有意義
な議論と研究交流の場を提供できるものと期待しています。

三菱電機株式会社 
鎌倉製作所 
衛星情報システム部

冨田雅行

第52回宇宙科学技術連合講演会
52nd Space Sciences and Technology Conference

5-7 Nov. 2008

20-22 May 20087th International Friction Stir Welding Symposium

6月～9月に開催された主な会議

「生体超分子の構造形成と機能制御の
原子機構」第4回ワークショップ（6月）

「生態系ダイナミズムに着目した
物質探索法」シンポジウム（6月）

Workshop on Uncertain Dynamical 
Systems 2008（7月）

Bacterial Adherence & Biofilm 
第22回学術集会（7月）

2nd JCA-AACR Special Joint 
Conference（7月）

ICDサマースクール2008（7月） 第9回アジア太平洋フォーラム・淡路会議
（8月）

第8回日本広東経済促進会（8月）

グローバルCOEサマーキャンプ2008
（8月）

LXⅡ Yamada Conference 2008（9月） The 9th Annual Symposium Japanese Society 
for the Advancement of Women's Imaging（9月） 

第8回あわじしま感染症・免疫フォーラム
（9月）

開催に寄せて開催に寄せて開催に寄せて

関西大学工学部

兵庫県立人と自然の博物館
独立行政法人物質・材料研究機構

こころづくり絵画教室in淡路夢舞台実行委員会
兵庫県立高等学校長協会

日本フォーカシング協会
特定領域研究班
同実行委員会
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課
日本渓流魚を語る会
奈良先端科学技術大学院大学　物質創成科学研究科
神戸芸術工科大学

社団法人日本航空宇宙学会
日本ソフトウェア科学会
大阪大学先端科学イノベーションセンター
大阪大学大学院情報科学研究科

大阪大学大学院情報科学研究科

近畿学生相談研究会
京都大学大学院工学研究科
大阪大学産業科学研究所

大阪糖尿病協会顧問医会

淡路北ロータリークラブ

TOSS淡路キツツキ

大阪大学大学院文学研究科
兵庫県・原総合知的通信システム基金
京都大学大学院工学研究科

also room for some exhibition stands, and these also 
generated much interest. The delegates rated this as the most 
successful symposium to date from a technical point of view, 
and all enjoyed their stay in Japan.
Feedback from questionnaires given to the delegates showed 
a very high level of satisfaction with the conference centre 
and its state of the art facilities, and the close proximity of the 
Westin Hotel made excellent catering and accommodation 
very easy. The Centre’s location by the sea, and its close 
proximity to beautiful parkland was also highly praised. 
The conference organisers are indebted to the very attentive, 
friendly and highly professional staff at the Conference Centre, 
and the Westin Hotel. All of our high expectations were exceeded. 
It is never easy to organise an event 
from 10000km away, but the 
helpfulness of the staff made the 
process quite simple. We have no 
reservations about recommending 
this excellent facility. 

　全国的に有名な松坂牛や神戸ビーフといったブランド牛肉。実はこの
ブランド牛肉の素牛は、淡路島で生まれた淡路和牛なのです。
　淡路の牛は、昔は体格が小さく繁殖性にも優れませんでした。しかし
但馬牛の種牛を導入して大幅な改良が始められ、改良に改良を重ねて
優良な血統をつくりだし、現在の淡路和牛が誕生したのです。今でも優
れた母牛ばかりを選定し、計
画的な交配を行いながら優
秀な資質を保存継承してい
ます。淡路牛は超一級の肉
質の向上に努めることによ
って、有名牛肉の素牛とし
て全国から高い名声をうけ
ています。

有名牛肉のルーツは淡路島！！
　「淡路ビーフ」は筋繊維が細かくて柔らかく、肥育すると脂肪が筋肉
に入り込み、筋肉の鮮紅色と脂肪の白色が交雑して鮮やかな「サシ」
がはいり、最高級の霜降り肉となります。熱を加えると「サシ」が溶け、
柔らかくて舌触りもよくなり、うま味と香りが絶妙にとけあって、和牛
独特のまろやかなおいしさを
醸し出します。
　淡路ビーフの美味しさが際
立つしゃぶしゃぶ。ジューシー
な味わいが楽しめるステーキ
や焼き肉。淡路玉ねぎと抜群
の相性のすき焼きなど、どれも
絶品です。ぜひ淡路島でその
味をご賞味下さい。

淡路ビーフのおいしさは・・・

やわらかで、香り高く、芳醇な味わい・・・

淡路の自然がはぐくんだおいしさ

大阪大学
大学院情報科学研究科
教授

淡路ビーフって？
・淡路島で生まれた和牛であること。
・淡路家畜市場において取引きされた牛であること。
・淡路島（兵庫県内）で肥育された牛であること。
・淡路ビーフブランド化推進協議会が定める肉質
評価基準によって選定された牛であること。　

などの条件を満たした牛が「淡路ビーフ」として認定さ
れています。

淡路家畜市場：競りの様子
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運賃、時刻表等、詳細はHPをご覧ください。
http://www.yumebutai.org

■交通アクセス■

■公共交通機関■

新
神
戸
駅

淡

路

夢

舞

台

三　

宮　

駅

　暑さ厳しい８月中旬、淡路家畜市場に行ってきました。淡路在
住の私ですが、市場は今回が初めて。４００頭という牛の多さに

圧倒されながら、その間を通って競り場にいくときには、もう心臓はドキドキ！中では子牛たちが
次 と々競り落とされ、その回転の速さと電光掲示板にでてくる価格の高さにも驚きです。
　さて、今回ご紹介した淡路ビーフ。贈り物やお土産としても大変よろこばれる一品です。ご家族
で、ご友人や仲間同士、淡路ビーフを囲んで賑やかなひと時を過ごされるのもいいですね。（川東）

※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。
ご利用にお得な制度もございます。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

メ イ ン ホ ー ル
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■ご利用料金（税込）■

明石海峡大橋を経由し、明石海峡大橋を経由し、
車で大阪から60分、神戸から30分車で大阪から60分、神戸から30分
（淡路I.C、東浦I.Cから車で5分）（淡路I.C、東浦I.Cから車で5分）

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）

会議支援課課長代理

石橋靖典

あ と が き

　会議支援課の石橋靖典です。いつもご利用ありが
とうございます。　私の誕生日は１０月１４日です。てん
びん座のAB型ですが、この日にピンときた方は、おそ
らく同好の方！新橋～横浜間で日本初の鉄道が開業
した「鉄道記念日」生まれです。とはいえ、私は決して
「鉄道マニア」ではなく、新快速に乗るときは先頭車、
京阪特急に乗るときは進行方向むかって右側かつ
連続窓の後側（できれば２階席）を希望する程度の、
ささやかな「鉄道ファン」です。スタートは３歳で、乗用玩具の「ひかり号」で
庭を走り、小学４年の時には、新幹線博多開業で廃止される「しおじ」号に
九州までひとりで乗車し、かれこれ４０年間、分類上「乗り鉄」に属する鉄
道ファン人生を過ごしてきました。そんな人生にひとつの転機がやってきまし
た。日本のへそで有名な西脇市に行った時に、下車した西脇市駅が私の
思っている駅ではなく、肝心の西脇駅はＪＲの廃線でなくなっていました。仕
方がないので遊歩道に整備された廃線跡を歩くことになりました。それまで
廃線跡にはまったく関心がなかったのですが、民家の軒先を右に左に曲が
るカーブや、踏切があったところには線路がそのまま残っていて、いつしか自
分がディーゼルカーになって、目に見えない線路の上を走っている気持にな
り、これこそ究極の「乗り鉄」だとしみじみ感じいってしまいました。それ以
来、両端に線路のない踏切の跡に偶然気が付いたりすると、胸の高鳴りと
ともに線路がどの方向に進んでいたのかを追いかけるようになりました。そこ
で大変役立っているのが、昨年末から始めているランニングです。当会議
場のアスリートレベルのマラソンランナー（２名！）に刺激をうけ、半年がかりで１
０キロを１時間で走れるようになり、その脚力？で、たんぼ・川原・庭先と極端
に路面状況が変化する廃線たどりを行っています。登山道をランニングで
駆け抜ける「トレイルラン」がはやっていますが、私はひっそりと「レイルラン」
に取り組んでいます。おかげさまで、加古川市の別府鉄道跡は完走するこ

とができました。みなさんご存知ですか。歴史
上、日本の島で唯一電車が走っていたのが
この淡路島であることを。その電車の走って
いた淡路交通（洲本～福良：23.4km）跡を、
もう少し脚力をつけて、「レイルラン」として完
走することが、当面の目標です。

淡路夢舞台国際会議場の
スタッフ紹介

周辺施設のイベント情報

淡 路 夢 舞 台 ゾ ー ン淡 路 夢 舞 台 ゾ ー ン

淡路島 国営明石海峡公園ゾーン

奇跡の星の植物館奇跡の星の植物館
伝統園芸ルネサンス伝統園芸ルネサンス20082008

コスモス・ダリア大花壇コスモス・ダリア大花壇

プロムナードガーデン 
  秋色カーペット
百段苑 
  秋の彩遊び

いろ

淡路花祭2008の会場をはじめ
北淡路の観光スポットをお得に巡る

10/13（月・祝日）まで

ウェスティンホテル淡路 店名変更のご案内
パティスリー＆ベーカリー「コンディ」→「コパータ」
日本料理「はなの」→「あわみ」に変わりました。

２F
３F 

◆光源氏の庭
◆THE BONSAI
日仏共同企画「ファーブルにまなぶ」
コラボ特別企画
◆日本の虫文化

36品種約15万本のコスモスと、約1万本のダリアが秋を彩ります。

など

10/26
（日）まで

11/3
（月・祝）まで


