
淡路夢舞台国際会議場のスタッフ紹介
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あ と が き

淡路花博「ジャパンフローラ２０００」から１０周年を迎
え、花と緑の文化を発信する「花みどりフェア」が開催
されます。「人と自然の新たなコラボレーション」をテー
マに、淡路夢舞台、国営明石海峡公園をメイン会場と
して多彩な花々の演出、趣向に富んだ庭園、環境をテ
ーマにした国際シンポジウムのほか、エンタテイメント
やグルメフェアなどが催されます。
全島を巡るパスポートも販売。詳しくはホームページ 
www.awajihanahaku2010.jp をご覧下さい。
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淡路夢舞台
国際会議場

おかげさまで

10周年！

写真上：
　　下：

撮　影：

里山の夕焼け
冬枯れの木々
（洲本市）
松林　真弘



　2009年9月25日から9月27日に、第40回日本
緑化工学会大会を開催いたしました。当学会
は、「緑の再生、創出、保護、管理等に関する
研究を推進し、広く緑化技術の向上発展を図
り、もって自然環境の保全、生態系の早期回
復、生活環境の改善等に寄与すること」を目的
とした学術団体です。本大会では、25日には隣
接する灘山緑地や県立淡路景観園芸学校の
見学、26日には緑化工法や緑と健康に関する
テーマについて議論する研究集会や進行中
の研究について自由な意見交換を行う研究
交流発表会、総会、懇親会、27日には研究成
果についてのオーラル・ポスター発表が行われました。さらに期間を通
じて業界団体による資材・工法展示も行われました。会場は、土取り
跡地に緑地が再創出された淡路夢舞台に立地しており、先進技術
で緑化が試みられている灘山緑地も隣接しています。見学会では現
地での緑化状況の確認が、研究集会ではそれらの成果を含めた議
論が行われるなど立地を有効に活用できる大会となりました。約200
名の方に参加頂きましたが、会場スタッフのご助力により運営もスムー
ズに進み、盛会の内に大会を終えることができました。学会・業界関係
者を含め関係各位に御礼申し上げます。

第４０回 日本緑化工学会大会

　国際シンポジウム「視神経脊髄炎(NMO)の
新たな展開」を、平成21年10月2日（金）・3日
（土）の2日間、淡路夢舞台国際会議場で開
催しました。本国際シンポジウムは、財団法人
難病医学研究財団の主催で、NMO国際シン
ポジウム実行委員会が企画運営にあたりました。
　Neuromyelitis optica (NMO)は、視神経と
脊髄に急性の障害をきたす神経疾患で、多発
性硬化症との異同が問題となっています。欧
米に比べて我が国で多い疾患で、近年特異
的な因子として血中抗アクアポリン４抗体が見
出され、研究が大きく進歩しました。今回のシン
ポジウムでは、抗アクアポリン4抗体の発見者であるLennon博士をは
じめとして、米国、キューバ、フランスおよびオーストリアから、計6名を、ま
たわが国からも4名を、講演者として招き、NMOに関する最先端の研
究を発表していただきました。合計125名の参加者があり、ホットなディ
スカッションが行われました。一般演題も15題の応募があり、その中か
ら４題は口演発表としました。
　懇親会では、淡路人形浄瑠璃が紹介され、一同で伝統芸能を堪

能し、また3日（土）には素
晴らしい天気となり、本会
場の恵まれた環境を満喫
することができました。国内
外から参加の先生方、会
議場およびホテルの担当
の方々に、心から御礼申し
上げます。

2-3 Oct. 2009国際シンポジウム
視神経脊髄炎（NMO）の新たな展開

兵庫県立淡路夢舞台国際会議場

館　長

　　　「美しい島の中の会議場」から新年のお慶びを申し上げます。
　平素は、淡路夢舞台国際会議場をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
　当館は２０００年の淡路花博の開催と同時にオープンし、３月９日をもち
まして１０周年を迎えます。
　おかげさまで、これまで３４００件に及ぶ会議を経験させていただきまし
た。会議を誘致する職員、会議を支援するコンファレンスコーディネーター
も多くの経験を積み、より快適な会議環境をご提供できるよう日々努め
ております。
　日本政府観光局が取りまとめる国際会議統計では、開業以来、国際
会議の開催件数で全国上位の実績を残すことができました。国内外から
多くのお客様をお迎えできましたことは、私ども職員一同にとってこの上な
い喜びであり、日頃ご利用いただいております皆様には深く感謝申し上げ
ます。
　３月には淡路花博１０周年を記念し、夢舞台や隣接する国営明石海峡
公園を中心に「花みどりフェア」が開催されます。期間中は当館でのフォー
ラムのほか、各所で多彩なイベントが予定されておりますので、是非とも足
をお運びいただければと存じます。
　本年もお客様にご満足いただける会議場であ
るため、全力を挙げてまいる所存でございますの
で一層のご愛顧をお願い申し上げます。
　末筆ながら新年にあたり皆様の益々のご発展
とご健勝をお祈り申し上げます。

※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。

会 議 名 主なお問い合わせ先
2010年1月～6月開催予定の主な会議一覧2010年1月～6月開催予定の主な会議一覧

第４回糖尿病療養看護セミナー～夢舞台meeting～

日本看護・社会・政策学会第9回学術大会
第2回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM 2010）

ITあわじ会議
第2回看護診断セミナー
ノーベル賞受賞者による「自然と科学と子ども」フォーラム  第１回野依良治氏
ＡＩＭ１１
ノーベル賞受賞者による「自然と科学と子ども」フォーラム  第２回益川敏英氏
ノーベル賞受賞者による「自然と科学と子ども」フォーラム  第３回小柴昌俊氏

The 8th ASINCO International Workshop
全国オープンガーデンフォーラム in Awaji

公園・花・こども国際フォーラム
第８回幹細胞シンポジウム
神戸芸術工科大学ファッションデザイン学科　フレッシュマンセミナー
The 15th Biennial Scientific Meeting of 
the International Society for Comparative Psychology
社団法人日本植物園協会　第45回大会･総会
10th International Conference on Fundamentals of Adsorption
淡路花博2010「花みどりフェア」記念フォーラム
「人と自然の新たなコラボレーションを展望する」（仮称）
International Conference on Core Research and Engineering Science of 
Advanced Materials (Global COE Program) & Third International 
Conference on Nanospintronics Design and Realization, 3rd-ICNDR

第6回平成医療福祉グループ学術大会
第12回固定チームナーシング近畿地方会
第２回日韓ゾルーゲルセミナー　（仮称）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

開催に寄せて開催に寄せて

大阪糖尿病協会顧問医会

関西看護医療大学
DEIMフォーラム組織委員会

兵庫県
関西看護医療大学
淡路花博１０周年記念事業実行委員会事務局
ＡＩＭ１１実行委員会
淡路花博１0周年記念事業実行委員会事務局
淡路花博１0周年記念事業実行委員会事務局

日本溶接協会　原子力研究委員会
全国オープンガーデンフォーラム in Awaji 実行委員会

公園・花・こども国際フォーラム実行委員会
九州大学医学部
神戸芸術工科大学ファッションデザイン学科
大阪教育大学

社団法人日本植物園協会
京都大学大学院工学研究科
淡路花博１0周年記念事業実行
委員会事務局
大阪大学大学院基礎工学研究科

NPO法人平成医療福祉研究会
固定チームナーシング近畿地方会
関西大学化学生命工学部

　本会議は、電子情報通信学会データ工学研
究専門委員会、日本データベース学会、情報処
理学会データベースシステム研究会が共同で主
催し、データ工学と情報マネジメントに関する様々
な研究テーマの討論・意見交換を目的として、特
に大学・企業の若手教員・研究者・技術者およ
び学生を中心とした研究交流の場となっていま
す。1990年より始まったデータ工学ワークショップ
(DEWS)を発展させ、2009年よりDEIMと名称
こそ換えましたが、今回で通算21回目の開催と歴
史も長く、近年では参加者が500人にものぼる当
該分野における国内最大規模の研究集会とし
て広く認知されています。
　データベースやWeb検索に代表されるデータ工学分野は、現代社会
に欠かすことのできない大規模情報処理技術を世に提供し続けてきま
した。今後も大量の情報が爆発的に産出されることが必至であり、この
「情報爆発」時代にいかにして有用な情報を獲得し、活用するかが、技
術的にも国家戦略的にも重要な鍵となっています。
　この問題にチャレンジすべく、3日間の日程中、大学の若手研究者・学
生の柔軟な発想による萌芽的な研究発表だけでなく、企業の研究者・
技術者による産業に直結する研究発表も含め、夜遅くまで活発かつ熱
気あふれる議論がなされることを願うだけでなく、発表された研究が世界
レベルの卓越した研究成果へと発展することを期待しています。

第2回 データ工学と情報マネジメントに関する
フォーラム（DEIM 2010） 28 Feb.-2 Mar. 2010 25-27 Sep. 2009

山本　聡

兵庫県立大学大学院
緑環境景観マネジメント研究科
／県立淡路景観園芸学校

第１回看護診断セミナー 24 Oct. 2009

開催を終えて開催を終えて開催に寄せて 開催を終えて

宮崎　純

奈良先端科学技術
大学院大学
情報科学研究科
准教授

野　幸二郎
淡路夢舞台温室　奇跡の星の植物館

淡路夢舞台ラン展2010 －ランと生きる－

冬咲きチューリップショー
1月中旬～2月中旬
（天候により前後します）

見頃：

淡路夢舞台  プロムナードガーデン

１９品種17,000球のオランダ生まれの
冬咲きチューリップショーを開催。

周辺施設のイベント情報周辺施設のイベント情報周辺施設のイベント情報

　日本最大級の温室を2000種類のランで彩る豪華なガーデンショー。
今年はランの王者が創るどこにも負けない「美しさ」「珍しさ」「技術」を
五感で体験いただける世界一のラン展をお楽しみください。

近畿大学医学部
神経内科
主任教授

楠　進

1/23（土）～
3/7（日）

淡路夢舞台ラン展2010では
世界一、日本一の
ランコレクションが結集します！

　2009年10月24日(土)に看護診断センター(関西
看護医療大学)の主催で、第1回看護診断セミナ
ーを、淡路夢舞台国際会議場で開催いたしまし
た。看護診断センターは、平成18年に関西看護
医療大学が創立して3年目の昨年(平成20年)に
開設されたものです。このセンターの目的は、看護
診断の教育、研究と普及活動、および淡路市と
関連病院・施設とのユニフィケーションを通じて、第
一線で活躍する看護師活動の向上に貢献する
とともに、真に社会に開かれたセンターとして地域
における学術・学際交流の拠点となることです。
　そして、この看護診断セミナーは、看護診断セ
ンターの1つの事業として、看護診断の教育と普及を目的としたもので
す。講演は、「看護介入の軸となる看護診断の理解と活用｣、｢看護診

江川隆子

関西看護医療大学 学部長
看護診断センター長
京都大学名誉教授

断の介入の実際：フットケア｣、｢看護診断と
記録｣と題した３つの講演と、｢臨床・教育
現場の現状と看護診断のあり方｣と題した
シンポジウムを行いました。｢フットケア｣に関
しては、学外からの講師をお招きしました
が、他の講義、シンポジウムは多彩な人材
を有している本学の教員や関係者が担当しました。すばらしい天候や
素敵な会場の影響もかなりありましたが、第一回のセミナーで、遠くは
北海道の旭川からの出席者も含めて175名(本学の教職員29、学生4
名を含む)の多数の参加がありました。シンポジウムでは、会場からの積
極的な質問が出されて、活発な討論会が行われました。参加者の

方々に心から感謝申し上げます。
　最後になりますがご協力いただきま
した国際会議場のスタッフの皆様方、
またウェスティンホテルの皆様方の温か
いご支援に心から御礼申し上げます。

 日本政府観光局（JNTO）が発表した２００８年の
国際会議統計において、淡路夢舞台国際会議
場は国際会議開催件数２６件の実績を残し、国
際会議場の中で全国第１０位になりました。大都
市の国際会議場が名を連ねる中、毎年このように
上位を維持できることは、ご利用いただいた大勢
の皆さまに高い評価をいただいた賜物であり、豊
かな自然の中で快適な会議環境をご提供できる
よう日々努力を重ねている私どもスタッフにとって、
この上ない喜びであります。ご利用いただいた皆
様に改めてお礼申し上げます。

LIBRARY
第9回あわじしま感染症・
免疫フォーラム（9月）

第18回日本小児泌尿器科学会総会
（9月）

第3回若手医師のための
腎セミナー（10月）

Construction and Reconstruction 
of the Brain （10月）

グローバルCOE「生命原理の解明を基とする
医学研究教育拠点」（11月）

平成21年度（社）日本補綴歯科学会関西支部・
中国四国支部合同学術大会（11月）

IPR Retreat 2009 （11月） The 3rd Japanese-Russian Workshop on Open Shell 
Compounds and Molecular Spin Devices （11月）

The 3rd International Symposium 
on Mobiligence in Awaji （11月）

特定領域カーボンナノチューブ
ナノエレクトロニクス研究会（11月）

9月～１1月に
開催された
主な会議

9月～１1月に
開催された
主な会議

国際会議件数国際会議件数
9年連続9年連続全国上位を記録！全国上位を記録！

国際会議件数
9年連続全国上位を記録！

CICP2009：Workshop for Creative and 
International Competitiveness Project（9月）



　新年明けましておめでとうございます。会議支援課の
落合と申します。
　早いもので淡路夢舞台の一員となってから1年が過
ぎ、2年目を迎えました。前職はパソコンが相手の仕事で
したので、まだまだ戸惑っているところもありますが、皆様
に夢舞台で会議をやって良かったと思っていただけます
よう、より一層精進して参りますので、どうぞ宜しくお願い
いたします。
　淡路島の郷土芸能と言えば、人形浄瑠璃、だんじり
唄が有名ですが、踊り好きの私は｢淡路島踊り｣が気に
なります。８月の島まつりで踊られる｢淡路島踊り｣は、阿
波踊りの流れをくむ踊りで、淡路人形浄瑠璃にちなんだ人形を使う踊りや、二
人一組で凧揚げの様子を表現した奴凧踊りが特色だそうです。まだ見に行く
機会には恵まれていませんが、是非見に行ってみたいです。
　阿波踊りの本場、徳島県のお隣の高知県は、これまた踊りで有名ですね。よ
さこいは、今や全国で踊られるほどの人気。よさこいの普及に伴い市民参加型
の踊る祭りも増えてきました。関西圏ですと、兵庫の神戸よさこいまつり、大阪の
こいや祭り、いたみわっしょい、奈良のバサラまつりにとよさこいを目にする機会
も増えました。
　踊り好きで今までバレエやバリ舞踊を習ってきましたが、始めてバサラまつり
を見に行った時、こんなにも楽しさを前面に出して踊れる踊りがあったのかと驚
き、私もその中で踊ってみたい！と強く思いました。
　そんなある日、私が属しているNPO団体で、神戸アライブというお祭りへ参加
するためのチーム結成のお知らせがきました。地元神戸のお祭りということもあ
り、一も二もなく参加することにしました。総勢68名の中学生～40代の大人まで
が集まり、3ヶ月間の練習がスタート。実際に稽古が始まってみると、よさこいでは
なかったのですが、みんなで踊り、話し合いをしながら１つの物を作り上げるの
はとても楽しい事でした。そして、いよいよお祭りがスタート。1日目は、メリケンパー
クでのパレード2回、ステージ1回、その後湊川神社にて2回の計5回を踊り、2日
目は、神戸大丸前の道を封鎖してのパレード、北野町広場、北野工房、メリケン
パークでのステージと各1回ずつ計4回を神戸の中心部を巡るかたちで踊りまし
た。結成3ヶ月、他のチームに及ばないところはありましたが、最後まで楽しく踊れ
たことがとても幸せでした。他がよさこいのチームばかりだったので、サンバチック
な私たちのチームはいい形で観客の目を引いたようで、オリバーソース賞を頂戴
いたしました。どのような賞なのか見当がつきにくい賞ですが、味のあるパフォー
マンスだったのだとチーム一同、大喜びしました。ちなみに景品はオリバーソース

20本でした。
　神戸アライブが終わり、チームの活
動は一旦終了しましたが、またチームを
結成してお祭りに参加をしたいです。
次回はどのお祭りにどんなメンバーと
出場できるのか今から楽しみです。

淡路夢舞台国際淡路夢舞台国際会議場のスタッフ紹介会議場のスタッフ紹介淡路夢舞台国際会議場のスタッフ紹介

会議支援課
コンファレンスコーディネーター

　２０００年の淡路花博から間もなく１０年。当時は淡路島で
の開催ということに加え、世界一大きな花「ラフレシア」の展示

やパビリオン巡り、数々のイベントを楽しみに何度か足を運んだことを懐かしく思い出します。
会場となった淡路夢舞台や国営明石海峡公園は、今では花の名所として淡路島の観光
スポットの１つに挙げられます。紙面でご紹介しておりますように、今年は花博１０周年を記
念して３月２０日から７２日間の日程で「花みどりフェア」が開催されます。メイン会場である夢
舞台周辺も一層賑わいをみせることでしょう。ぜひ多くの方々にお越し頂ければと思います。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。（川東）

落合恵実子

中国自動車道

舞鶴自動車道

名神高速道路名神高速道路名神高速道路

阪神高速湾岸線阪神高速湾岸線阪神高速湾岸線

阪神高速北神戸線阪神高速北神戸線阪神高速北神戸線

神戸淡路鳴門自動車道神戸淡路鳴門自動車道神戸淡路鳴門自動車道

播但連絡道路

山陽自動車道

福崎福崎福崎

JR姫路JR姫路JR姫路

姫路JCT

新幹線新幹線新幹線
JR加古川JR加古川JR加古川

三木JCT

吉川JCT

神戸
JCT 西宮・

山口JCT

布施畑JCT布施畑JCT
伊川谷JCT伊川谷JCT

垂水JCT垂水JCT
JR西明石JR西明石

布施畑JCT
伊川谷JCT

垂水JCT
JR西明石

明石港明石港

JR新神戸JR新神戸JR新神戸

JR舞子JR舞子JR舞子

大阪国際空港

吹田IC・JCT吹田IC・JCT吹田IC・JCT

JRJR
新大阪新大阪
JR
新大阪西宮西宮西宮

JR大阪JR大阪JR大阪

J
R
天
王
寺

J 　 R
新 幹 線
高速道路
航 路
リムジンバス
ポートライナー

東浦IC東浦IC

北淡IC

津名一宮IC津名一宮IC

洲本IC

西淡三原IC西淡三原IC

淡路島南IC淡路島南IC

鳴門北IC鳴門北IC

鳴門IC鳴門IC鳴門IC

Ｒ11

Ｒ28

大鳴門橋大鳴門橋

東浦IC

津名一宮IC

西淡三原IC

淡路島南IC

鳴門北IC

徳島空港徳島空港徳島空港

大鳴門橋

明石港

淡路夢舞台淡路夢舞台淡路夢舞台

明石海峡大橋明石海峡大橋明石海峡大橋
岩屋港淡路IC淡路IC淡路IC

阪神高速神戸線阪神高速神戸線阪神高速神戸線
JR三ノ宮JR三ノ宮JR三ノ宮

神戸空港神戸空港神戸空港

関西国際空港関西国際空港関西国際空港
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■交通アクセス■

■公共交通機関■

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）
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淡路花博「ジャパンフローラ２０００」から１０周年を迎淡路花博「ジャパンフローラ２０００」から１０周年を迎
え、花と緑の文化を発信する「花みどりフェア」が開催え、花と緑の文化を発信する「花みどりフェア」が開催
されます。「人と自然の新たなコラボレーション」をテーされます。「人と自然の新たなコラボレーション」をテー
マに、淡路夢舞台、国営明石海峡公園をメイン会場とマに、淡路夢舞台、国営明石海峡公園をメイン会場と
して多彩な花々の演出、趣向に富んだ庭園、環境をテして多彩な花々の演出、趣向に富んだ庭園、環境をテ
ーマにした国際シンポジウムのほか、エンタテイメントーマにした国際シンポジウムのほか、エンタテイメント
やグルメフェアなどが催されます。やグルメフェアなどが催されます。
全島を巡るパスポートも販売。詳しくはホームページ 全島を巡るパスポートも販売。詳しくはホームページ 
www.awajihanahaku2010.jp をご覧下さい。www.awajihanahaku2010.jp をご覧下さい。

淡路花博「ジャパンフローラ２０００」から１０周年を迎
え、花と緑の文化を発信する「花みどりフェア」が開催
されます。「人と自然の新たなコラボレーション」をテー
マに、淡路夢舞台、国営明石海峡公園をメイン会場と
して多彩な花々の演出、趣向に富んだ庭園、環境をテ
ーマにした国際シンポジウムのほか、エンタテイメント
やグルメフェアなどが催されます。
全島を巡るパスポートも販売。詳しくはホームページ 
www.awajihanahaku2010.jp をご覧下さい。

淡路の春の風物詩、国営明石海峡公園の花の大花壇。赤色を中心としたチュー
リップ約６０万球をはじめとする花々の饗宴は見ごたえ満点。

フラワーアイランドパーティー

国内でも有数の花の展示温室。花みどりフェアでは“花あそび～伝統から未来へ”
をテーマに独創的なフラワーショーを展開。

淡路夢舞台温室「奇跡の星の植物館」

水上の「五国の庭」や英国の田舎町を再現した「花の村」など、園芸・造園企業・
団体による様々な緑化展とレストラン街を交えて巡る楽しさ満点のエリア。

淡路夢舞台「展望テラスと貝の浜」

有名ミュージシャンが描く夢の庭「スターガーデン」、緑のオブジェなど美しさを体感
する庭でゆったりとした時を過ごせる空間。

淡路夢舞台芝生広場

夢舞台の中で一番のビューポイント！眼下に広がる大阪湾が一望できるエリアでは、
小学生による「チルドレンズチューリップガーデン」がお出迎え、至福の散策を。

百段苑・プロムナードガーデン

中学生親子を対象に、ノーベル賞受賞の科学者３名による「自然と科学」フォーラ
ムや、「全国オープンガーデンフォーラムin Awaji」、「公園・花・こども国際フォーラム」
の開催。

淡路夢舞台国際会議場

「ひょうごエンタグランプリ2010」、お笑いステージや「野外フォークソングフェスティ
バル」など、開放的で文化的なステージを展開。

野外劇場のステージプログラム

島内１２ヶ所のサテライト会場では、
クイズラリー形式で島内を周遊する
「淡路島宝探し大冒険」を展開！

サテライト会場

メイン会場：
国営明石海峡公園

サテライト会場：あわじ花さじき

ようこそ、花の島へ
淡路夢舞台・国営明石海峡公園を
メイン会場にサテライト会場や宝探し会場などを全島で展開！

ようこそ、花の島へ
淡路夢舞台・国営明石海峡公園を
メイン会場にサテライト会場や宝探し会場などを全島で展開！
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