
「第2回淡路花の茶会」を開催します
422土

◎詳しくはホームページでご案内します。

　　　　　昨年ご好評い
　　　　　ただきました
｢淡路 花の茶会｣を今年も
開催します。淡路夢舞台な
らではの3席をご用意し、
皆様のご参加をお待ちし
ております。

◆本　席　国際会議場別棟 茶室つばき
◆副　席　ウェスティンホテル淡路 宴会場
◆点心席　ウェスティンホテル淡路特製点心

淡路夢舞台国際会議場 検索

≪前売り茶会券≫ 
2月3日
発売開始

展望テラスレストラン New Open！
淡路夢舞台展望テラスに新しく中華
レストランがオープンしました。熟練
の料理人が本格中華をご提供しま
す。豊富なメニューに、お得なセットプ
ランも多数ご用意。皆様のご来店を
お待ちしております。

●定休日 火曜日 ●☎0799-74-2881

●営業時間
11:00～15:00
17:00～21:00

（ラストオーダー14:30）
（ラストオーダー20:30）

淡路夢舞台国際会議場ニューズレター アジェンダ
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兵庫県立淡路夢舞台国際会議場 
兵庫県淡路市夢舞台1番地
電話(0799)74-1020 
FAX(0799)74-1021 
http://www.yumebutai.org

開催報告
Ferrari 
International 
Cavalcade 2016
淡路夢舞台
「よさこいフェス
ティバル2016」

周辺施設のイベント情報

詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.kisekinohoshi.jp

　人と自然が織りなす文化の結晶ともいうべき「日
本庭園」。文化人類学者でもあるフランス人写真家
のクロード・ルフェーブル氏が、日本人の美意識「風
情（Fuzei）」に着目し、全国の日本庭園をめぐって
撮影した写真作品40点を展示。日本人の自然に対
する心を見つめ直す、人と自然の調和の新たな世界観をご紹介します。

クロード・ルフェーブル写真展
「風情 Fuzei」

奇跡の星の植物館

特別展 淡路夢舞台ラン展 2017
121土

3 5▶
日

121土
3 5▶

日

日本最大級の温室が2000種2万株のランでいっぱいになる

■周辺施設のイベント情報
淡路夢舞台展望テラス3F 
「淡路夢工房」
クロード・ルフェーブル
写真展「風情 Fuzei」

「奇跡の星の植物館」
特別展
淡路夢舞台ラン展
2017

土 日1/21　～3/5土 日1/21　～3/5

「第2回淡路花の茶会」
開催4/222017/ 土

淡路夢舞台主催

冬の味覚ご紹介
淡路島３年とらふぐ

展望テラスレストラン
きとら

広東料理 亀虎 
オープン

助成金制度をぜひ
ご活用下さい
・淡路夢舞台国際会議場活用助成金制度
・国際会議開催助成制度 他

開催に寄せて
第7回産婦人科スプリングフォーラム
第2回全国被災地語り部シンポジウムin西日本

◆
◆

CiRA Retreat 2016
Japan-Taiwan Medical Spectroscopy 
International Symposium

◆
◆

開催を終えて

　淡路島の冬の味覚を代表する「淡路島3年とらふぐ」
は、今や淡路島が誇るブランド食材となっています。その最
大の特徴は、一般的に養殖のふぐは2年間育成された800g以下のサイズで出荷
されるところ、3年という歳月と手間をかけて1.2kg以上に育てることにあります。
1.2kg以上のサイズになると、天然ものと変わらないほど身が締り、旨みと歯ごた
えが増すそうです。また、ふぐが育つ鳴門海峡は日本で最も潮流が速く、栄養分と
なるプランクトンが豊富で美味しい魚が育つ良好な漁場。厳しい潮流に揉まれた
ふぐは、抜群に身が締まり、水温の下がる冬にはその身がさらに引き締まり、脂肪
が蓄えられ濃厚な味わいとなります。
　国際会議場に隣接するウェスティンホテル淡路のレストラン、日本料理「あわ
み」では、「淡路島3年とらふぐ」を丹精込めたそれぞれの調理法でお楽しみ
いただけるお料理をご提供しております。厳選された食材と料
理人の技が織りなす極上のふぐ料理をご堪能いただけます。

冬の味覚ご紹介

淡路島３年とらふぐ

日本料理「あわみ」
淡路島3年とらふぐの鉄刺　

ウェスティンホテル淡路 3F 日本料理「あわみ」
ご予約・お問い合わせ ☎0799-74-1118

「驚異のラン展―
  ランが誘う不思議の国」

ウェスティンホテル淡路 全客室
無料Wi-Fi対応しています

新神戸・三宮・高速舞子～淡路夢舞台間 高速バスで

ICカードが使えます
●利用可能なバス：本四海峡バス、西日本JRバス
●利用できるICカード：Ｋｉｔａｃａ、ＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉｃａ、ｍａｎａｃａ、
　　　　　　　　　　ＴＯＩＣＡ、ＰｉＴａＰａ、ＩＣＯＣＡ、はやかけん、
　　　　　　　　　　ｎｉｍｏｃａ、ＳＵＧＯＣＡ

交通系

お得な助成金制度をぜひご利用下さい
①淡路夢舞台国際会議場活用助成金制度 ②国際会議開催助成制度　

・淡路夢舞台国際会議場の借上料
・ウェスティンホテル淡路等、
  夢舞台施設利用経費（一部対象外あり）
・送迎バス借上料
  （または上限3万円までの実費)
★毎年ご利用いただく場合は更にお得になります。
　詳しくはお問い合わせ下さい。

※①と②の併用はできません。また、①と②の対象経費は異なります。

◎詳しくはお問い合わせ下さい。　
淡路夢舞台国際会議場 ☎0799-74-1020

※ただし、営利を目的とする会議、政治的、宗教的、反社会的な
　会議等は対象外となります。

兵庫県内で開催される国際・国内会議やそれに付随する展示会・見本市への助成金
の交付と開催準備金の貸付を行っています。上記の助成金制度との併用も可能です。
　　

◎詳しくは 公益財団法人 中内力コンベンション振興
財団にお問い合わせください。 ☎078-303-8111
　　

③中内力コンベンション
　振興財団の助成金

以下の要件全てを満たす国際会議が対象となります。
１．開催日程３日以上  
２．参加国が日本を含め５カ国以上  
３．国外参加者の比率が２０％以上

助成対象
会議

助成対象経費
と助成金額
右記の対象経費の

１０％以内を助成します。
（限度額100万円）

助成対象
会議

個別枠

※上記の要件に満たない国際会議には、
   200万円を限度に開催総経費の5％以内を助成します。

助成対象経費
と助成金額

開催総経費の１０％以内を助成します。（限度額500万円）

 ・20名以上の会議、講演会、研修会など
 ・国際会議場の利用に併せてウェスティン
  ホテル淡路等の夢舞台施設の利用があること

　

(A) 兵庫県内のエクスカーション及び参加者送迎に係るバス借上
　　料、通行料、駐車料、県内視察施設等の入館料（上限３０万円）
(B) レセプションにおける兵庫県内の郷土・伝統芸能等の
　　出演者派遣料（上限１０万円）

上記の助成金額とは別に以下を助成します。

今号の表紙は、国立研究開発法人科学技術振興機構 
研究広報主監　佐藤勝昭先生の作品で、2013年1月の
会議に出席された際に描いていただいたものです。

表紙紹介

　10ｍを超える蘭華樹、空中に飛ぶ巨大なランの
ハンギングオブジェなど、ダイナミックな展示と光の
演出が創り上げる豪華なショースペースが登場。奇跡の星の植物館が日本一の

コレクションを誇るサル顔のラン・ドラキュラ属の展示や、ランの王
者・斎藤正博氏のマスデバリア（沖縄国際洋
蘭博覧会 2016 大賞受賞株）の展示をはじ
め、貴重種や珍品種など様々なランが勢揃
い。世界各地のランが一堂に集まる豪華ラン
展でランの魅力を存分にお楽しみください！

●お問い合わせ●
奇跡の星の植物館
☎0799-74-1200
※特別展につき入館料
が変更となります

■会　場／淡路夢舞台 展望テラス３階 イベントスペース 「淡路夢工房」
■時　間／10:00～17:00　■入場料／200円 ※中学生以下無料
■お問い合わせ／株式会社 夢舞台 ☎0799-74-1000



開催を終えて

京都大学
iPS細胞研究所
所長/教授

山中 伸弥

28-29 Jul. 2016

CiRA Retreat 2016

　平成28年7月28日、29日の2日間、淡路夢舞
台国際会議場おいて、CiRA Retreat 2016
を開催させて頂きました。
　世界的に著名な研究者をお招きし、医学
研究・再生医療に関する最先端の研究成果
について講演を頂くと共に、弊研究所から100
名を超える研究者・大学院生がiPS細胞研
究等に関する研究成果を発表し、専門領域
を越えた討議を行いました。活発な議論が密
度濃く行われ、最先端の研究情報を交換・共
有し、研究者間の交流をよりいっそう深める貴
重な機会でした。
　本研究会を滞りなく進めることができ、参加者全員がすべてのカリ
キュラムに集中できましたのは、準備から開催当日まできめ細やかで親
切丁寧な対応をしてくださった淡路夢舞台国際会議場、ウェスティン
ホテル淡路の皆様のおかげです。また、設備の整った国際会議場や
宿泊施設、そして、周りの豊かな自然、すべてが素晴らしく、快適な環
境の中で大変有意義で充実した研究会を開催することができました。
お招きした先生方や弊研究所の研究者・大学院生から、非常に満足

度の高い研究会であったとの評価
を得ています。
　この場をお借りし、淡路夢舞台
国際会議場、ウェスティンホテル淡
路の皆様に厚く御礼申し上げます。

関西学院大学 
副学長
理工学部 教授

尾崎 幸洋

4-7 Dec. 2016

日台医用分光学国際シンポジウム；Japan-Taiwan 
Medical Spectroscopy International Symposium

　平成28年12月4日～7日の4日間、淡路夢舞
台国際会議場にて“日台医用分光学国際シ
ンポジウム；Japan-Taiwan Medical Spectros-
copy International Symposium”を開催させて
いただきました。本シンポジウムには日本、台湾
のみならずアジア・欧米15か国から、およそ
200名の研究者が出席し、「医学」と「分光」を
結ぶ分野の基礎から応用まで、最新の研究
成果について発表、議論がなされました。分
光の専門家だけでなく臨床医の先生方にも
出席していただきました。また医学だけでなく
健康食品、薬品のセッションも同時に設けら
れ、幅広い立場から医療を考える会議となりました。若い人の活発な
議論が目立ち、70件余りのポスター発表の中から6件の若手の研究者
に対してポスター賞が与えられました。参加者の多くが併設のウェス
ティンホテルに宿泊したため、早朝から夜遅くまで活発に議論すること
が出来ました。多くの人が有益な議論の時間を、十分に持てたことだと
思います。
　朝食からレセプション、バンケットに至るまで美味しい淡路の食材を
十分に満喫することが出来ました。バンケットでは淡路島の阿波踊りで

多いに盛り上がりました。今回のシンポ
ジウムの成功は、淡路夢舞台とウェス
ティンホテルのスタッフのみなさんの熱意
と臨機応変な対応、また細やかな気遣
いに助けられてのことであったと思いま
す。この場を借りて感謝申し上げます。

The 10th International Symposium
on Integrated Synthesis （11月）

14th International Congress on Yeasts（9月）

第15回あわじしま感染症・免疫フォーラム（9月）

Latest Advances in Plant Development
& Environmental Response（12月）

The 17th Annual Symposium 
Japanese Society for the Advancement
of Women's Imaging（9月） ECHO AWAJI 2016（11月）

Frontiers of Immunology in Health 
& Disease（10月）

開催に寄せて

　ここ数年、産婦人科医のなり手は減少し、
今年ついに全体の産婦人科医師数が減少
に転じました。この状況を反映し、産科婦人
科学会/医会では、現場で学生や研修医の
勧誘や教育を行っている若手産婦人科医
の意見を反映させようという試みが行われて
います。今回、その取り組みの一つとして「若
手の若手による若手のための企画」を開催
します。
　スプリングフォーラムの目的は、「未来の産
婦人科を創る人材の育成」です。そして、今
回のテーマは「ワークライフバランス」。講演、
ワークショップを通して、全国の若手医師と交流を深めながら討論を
重ねていきます。優れた意見はそのまま学会へ発信でき、今後の日産
婦学会や医会が取り組む事業となる可能性があります。もう一つの
「アンガーマネジメント」の講演は、アンガー（イライラ、怒りの感情）と上
手につきあう心理教育で、日常生活や診療に役立つ内容となってい
ます。
　多くを学んだ後には、交流を深めるべく懇親会を予定しています。
同世代の医師が集まる機会は多くないので、多いに語り合い、一生
涯の関係を構築できるような会になることでしょう。
　昨年度より淡路夢舞台国際会議場で本会を行わせていただいて
おりますが、淡路島の開放的な空気と素晴らしい会場のおかげで
例年以上に盛り上がり、本年もお世話になることになりました。今年も
「産婦人科の未来」について同世代で語り合い、絆を作っていけるこ
とが今から楽しみです。

18-19 Mar. 2017

園田 正樹
（　　　　　　　　　　 ）東京大学大学院 医学系研究科　
生殖・発達・加齢医学専攻

第7回産婦人科
スプリングフォーラム
リーダー

第7回産婦人科スプリングフォーラム
（産婦人科医10年目前後を対象）

フェラーリ70台が淡路夢舞台に集結！

島内初! 淡路よさこいフェスティバル開催 
開催報告

Ferrari International Cavalcade 2016

　島内で初の試みとなる「淡路よさこいフェスティバル2016」が、10月23
日、淡路夢舞台で開催されました。関西エリアから学生8チーム、社会人9
チームの17チームが淡路夢舞台の野外劇場と楕円フォーラムを会場に演

舞を披露。大阪湾のパノラマ
が背景に広がる野外劇場で
は、壮大な自然の中、華やかに
袖を振って舞い踊る姿はより
清々しく、生き生きと映り、約
2,000人の来場者を楽しませ
ました。

　イタリアの高級車「フェラーリ」のオーナーが愛車とともに
世界中から集まり美しいロケーションを巡るドライビング
イベント、「インターナショナル・カヴァルケード」が開催され、11月11日、世
界19カ国から約70台のフェラーリが淡路夢舞台に集結しました。同イベン
トはフェラーリのイタリア本社が2012年から開催しており、フェラーリ日本

正式上陸50周年、日本イタリ
ア国交150周年を記念し、今
年初めて日本で開催。京都の
平安神宮を出発し、明石海峡
大橋を渡って淡路夢舞台へ到
着した様々な種類・色のフェ
ラーリは、訪れたファンや観光
客を魅了しました。

　「第2回全国被災地語り部シンポジウム in 
西日本」を、2月26日・27日の2日間開催いたし
ます。北淡震災記念公園は野島断層を保
存し、阪神・淡路大震災を伝える施設とし
て、平成10年の開園以来、様々な活動を
行ってきました。その中でも、体験を語り継ぐ
「語りべ」活動の一環として、東日本大震災
の語り部と協力し、平成28年3月に宮城県南
三陸町で「全国被災地語り部シンポジウムin
東北」を開催し300名以上の方々に参加い
ただきました。その後、熊本地震や鳥取の地
震などの地震災害、そして台風などによる風
水害も多発し、自然災害の多い年になりまし
たが、教訓は活かされていたのでしょうか？
　「忘れてしまうと同じことを繰り返す。」様々な自然災害の体験や記
憶をどのように伝え、今後の防災に活かしていくかを、全国から自然
災害被災地の語り部や災害伝承施設が集い、意見交換や事例発表
を通して、阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた淡路市の兵庫県
立淡路夢舞台国際会議場から全国へ発信します。

26-27 Feb. 2017

第2回全国被災地語り部シンポジウム in 西日本

宮本　肇
（　　　　　　　　　）北淡震災記念公園 
総支配人

「第2回全国被災地
語り部シンポジウム
 in 西日本」
実行委員会
実行委員長

　平素は淡路夢舞台国際会議場をご愛顧賜り、厚く御礼を申し上げます。
昨年は6月にイギリスがEU離脱、11月のアメリカ大統領選でトランプ氏が
当選と、戦前の大方の予想を覆した結果となりました。潜在的に世界中
が変革を望んでいると思えるような1年でした。
　一方、リオ五輪での日本勢の活躍には目を見張るものがありました。過去
最高のメダル獲得数、レスリング伊調選手の女子選手史上初4連覇、男子
体操団体の逆転による金メダル、体操個人、内村選手の絵に描いたよう
な逆転の金メダルと、多くの人が深夜のテレビ観戦で寝不足となっていた
ように思います。
　さて、淡路島は国生み神話にまつわる深い歴史と文化を有する島で
す。昨年は「国生みの島・淡路」のストーリーが日本遺産に認定され、更な
る活性化に向けた取り組みが島全体で行われています。また、四季を通
じて豊富な食材に恵まれており、併設のウェスティンホテル淡路や夢舞台
施設内にあるレストランでも、地元の旬の味覚
を堪能いただけます。
　今年から来年にかけ、ホテルの全客室
リニューアルを行ないます。これまでのイメージを
一新した空間と、快適にお過ごしいただける環
境を引き続き整え、皆様をお迎えして参ります。
　本年も皆さまにお喜びいただける会議場で
あるため、全力を挙げて参る所存でございま
すので、一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしく
お願いし申し上げます。
　末筆ながら、皆さまのますますのご発展とご
健勝を祈念いたします。

兵庫県立
淡路夢舞台国際会議場
館　長

髙野 幸二郎

ご挨拶

2016年9月～12月に
開催された主な会議

JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）頭頸部がんグループ会議
看護診断得訓講座
第1回情報・通信・知識技術に関するシンポジウム
「細胞機能の構成的な理解と制御」領域会議
野村ゼミ 研究発表会
2016年度 中嶋ゼミ研究合宿
第2回全国被災地語り部シンポジウムin西日本
平成28年度 高野山金剛講兵庫連合本部御詠歌講習会
第3回血管生物若手研究会

2017年2月～8月開催予定の主な会議一覧

神戸大学医学部
関西看護医療大学
京都大学大学院情報学研究科田中研究室
国立研究開発法人科学技術振興機構
神戸市外国語大学
神戸市外国語大学
同実行委員会
高野山金剛講兵庫連合本部
大阪大学微生物病研究所

神戸学院大学　関谷ゼミ研究合宿
第16回看護診断セミナー
2016年度 大腸菌システム生物学研究会
第7回産婦人科スプリング・フォーラム
Governor Cup Hyogo Youth Soccer
ITあわじ会議
Osamu Nakamura Conference 2017
平成29年度 神戸常盤大学新入生オリエンテーション
平成29年度 大阪医科大学新入生学外合宿
平成29年度 関西医科大学合宿研修
第19回北前船寄港地フォーラムin淡路島
第7回有機分子構築法夏の勉強会
第124回近畿市長会総会
第13回平成医療福祉グループ学会
5th AWEST 2017
岩田研究室リトリート
2017JEB信徒大会
CDB・QBiC合同リトリート2017（仮名称）
第18回アジア太平洋フォーラム･淡路会議
第5回医学生・若手医師のための緩和ケア夏季セミナー
日本薬剤学会 第42回製剤・創剤セミナー
新学術領域研究「生物の3Ｄ形態を構築するロジック」夏合宿

神戸学院大学
関西看護医療大学
奈良先端科学技術大学院大学
公益社団法人日本産科婦人科学会
一般社団法人兵庫県サッカー協会
兵庫県
大阪大学大学院工学研究科
神戸常盤大学
大阪医科大学
関西医科大学教養部
兵庫県淡路県民局県民交流室
徳島文理大学薬学部
近畿市長会事務局
一般財団法人平成学術振興財団
大阪市立大学大学院理学研究科
京都大学大学院医学研究科
日本伝道隊
理化学研究所
公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研究機構
特定非営利活動法人日本緩和医療学会
日本薬剤学会製剤・創剤セミナー事務局
大阪大学大学院理学研究科

International Symposium on Biotechnology 
and Chemistry for Green Growth

独立行政法人日本学術振興会
日独共同大学院プログラム

2月

3月

5月

6月

7月

8月

4月

※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。



「第2回淡路花の茶会」を開催します
422土

◎詳しくはホームページでご案内します。

　　　　　昨年ご好評い
　　　　　ただきました
｢淡路 花の茶会｣を今年も
開催します。淡路夢舞台な
らではの3席をご用意し、
皆様のご参加をお待ちし
ております。

◆本　席　国際会議場別棟 茶室つばき
◆副　席　ウェスティンホテル淡路 宴会場
◆点心席　ウェスティンホテル淡路特製点心

淡路夢舞台国際会議場 検索

≪前売り茶会券≫ 
2月3日
発売開始

展望テラスレストラン New Open！
淡路夢舞台展望テラスに新しく中華
レストランがオープンしました。熟練
の料理人が本格中華をご提供しま
す。豊富なメニューに、お得なセットプ
ランも多数ご用意。皆様のご来店を
お待ちしております。

●定休日 火曜日 ●☎0799-74-2881

●営業時間
11:00～15:00
17:00～21:00

（ラストオーダー14:30）
（ラストオーダー20:30）

淡路夢舞台国際会議場ニューズレター アジェンダ
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平成29年1月発行
兵庫県立淡路夢舞台国際会議場 
兵庫県淡路市夢舞台1番地
電話(0799)74-1020 
FAX(0799)74-1021 
http://www.yumebutai.org

開催報告
Ferrari 
International 
Cavalcade 2016
淡路夢舞台
「よさこいフェス
ティバル2016」

周辺施設のイベント情報

詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.kisekinohoshi.jp

　人と自然が織りなす文化の結晶ともいうべき「日
本庭園」。文化人類学者でもあるフランス人写真家
のクロード・ルフェーブル氏が、日本人の美意識「風
情（Fuzei）」に着目し、全国の日本庭園をめぐって
撮影した写真作品40点を展示。日本人の自然に対
する心を見つめ直す、人と自然の調和の新たな世界観をご紹介します。

クロード・ルフェーブル写真展
「風情 Fuzei」

奇跡の星の植物館

特別展 淡路夢舞台ラン展 2017
121土

3 5▶
日

121土
3 5▶

日

日本最大級の温室が2000種2万株のランでいっぱいになる

■周辺施設のイベント情報
淡路夢舞台展望テラス3F 
「淡路夢工房」
クロード・ルフェーブル
写真展「風情 Fuzei」

「奇跡の星の植物館」
特別展
淡路夢舞台ラン展
2017

土 日1/21　～3/5土 日1/21　～3/5

「第2回淡路花の茶会」
開催4/222017/ 土

淡路夢舞台主催

冬の味覚ご紹介
淡路島３年とらふぐ

展望テラスレストラン
きとら

広東料理 亀虎 
オープン

助成金制度をぜひ
ご活用下さい
・淡路夢舞台国際会議場活用助成金制度
・国際会議開催助成制度 他

開催に寄せて
第7回産婦人科スプリングフォーラム
第2回全国被災地語り部シンポジウムin西日本

◆
◆

CiRA Retreat 2016
Japan-Taiwan Medical Spectroscopy 
International Symposium

◆
◆

開催を終えて

　淡路島の冬の味覚を代表する「淡路島3年とらふぐ」
は、今や淡路島が誇るブランド食材となっています。その最
大の特徴は、一般的に養殖のふぐは2年間育成された800g以下のサイズで出荷
されるところ、3年という歳月と手間をかけて1.2kg以上に育てることにあります。
1.2kg以上のサイズになると、天然ものと変わらないほど身が締り、旨みと歯ごた
えが増すそうです。また、ふぐが育つ鳴門海峡は日本で最も潮流が速く、栄養分と
なるプランクトンが豊富で美味しい魚が育つ良好な漁場。厳しい潮流に揉まれた
ふぐは、抜群に身が締まり、水温の下がる冬にはその身がさらに引き締まり、脂肪
が蓄えられ濃厚な味わいとなります。
　国際会議場に隣接するウェスティンホテル淡路のレストラン、日本料理「あわ
み」では、「淡路島3年とらふぐ」を丹精込めたそれぞれの調理法でお楽しみ
いただけるお料理をご提供しております。厳選された食材と料
理人の技が織りなす極上のふぐ料理をご堪能いただけます。

冬の味覚ご紹介

淡路島３年とらふぐ

日本料理「あわみ」
淡路島3年とらふぐの鉄刺　

ウェスティンホテル淡路 3F 日本料理「あわみ」
ご予約・お問い合わせ ☎0799-74-1118

「驚異のラン展―
  ランが誘う不思議の国」

ウェスティンホテル淡路 全客室
無料Wi-Fi対応しています

新神戸・三宮・高速舞子～淡路夢舞台間 高速バスで

ICカードが使えます
●利用可能なバス：本四海峡バス、西日本JRバス
●利用できるICカード：Ｋｉｔａｃａ、ＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉｃａ、ｍａｎａｃａ、
　　　　　　　　　　ＴＯＩＣＡ、ＰｉＴａＰａ、ＩＣＯＣＡ、はやかけん、
　　　　　　　　　　ｎｉｍｏｃａ、ＳＵＧＯＣＡ

交通系

お得な助成金制度をぜひご利用下さい
①淡路夢舞台国際会議場活用助成金制度 ②国際会議開催助成制度　

・淡路夢舞台国際会議場の借上料
・ウェスティンホテル淡路等、
  夢舞台施設利用経費（一部対象外あり）
・送迎バス借上料
  （または上限3万円までの実費)
★毎年ご利用いただく場合は更にお得になります。
　詳しくはお問い合わせ下さい。

※①と②の併用はできません。また、①と②の対象経費は異なります。

◎詳しくはお問い合わせ下さい。　
淡路夢舞台国際会議場 ☎0799-74-1020

※ただし、営利を目的とする会議、政治的、宗教的、反社会的な
　会議等は対象外となります。

兵庫県内で開催される国際・国内会議やそれに付随する展示会・見本市への助成金
の交付と開催準備金の貸付を行っています。上記の助成金制度との併用も可能です。
　　

◎詳しくは 公益財団法人 中内力コンベンション振興
財団にお問い合わせください。 ☎078-303-8111
　　

③中内力コンベンション
　振興財団の助成金

以下の要件全てを満たす国際会議が対象となります。
１．開催日程３日以上  
２．参加国が日本を含め５カ国以上  
３．国外参加者の比率が２０％以上

助成対象
会議

助成対象経費
と助成金額
右記の対象経費の

１０％以内を助成します。
（限度額100万円）

助成対象
会議

個別枠

※上記の要件に満たない国際会議には、
   200万円を限度に開催総経費の5％以内を助成します。

助成対象経費
と助成金額

開催総経費の１０％以内を助成します。（限度額500万円）

 ・20名以上の会議、講演会、研修会など
 ・国際会議場の利用に併せてウェスティン
  ホテル淡路等の夢舞台施設の利用があること

　

(A) 兵庫県内のエクスカーション及び参加者送迎に係るバス借上
　　料、通行料、駐車料、県内視察施設等の入館料（上限３０万円）
(B) レセプションにおける兵庫県内の郷土・伝統芸能等の
　　出演者派遣料（上限１０万円）

上記の助成金額とは別に以下を助成します。

今号の表紙は、国立研究開発法人科学技術振興機構 
研究広報主監　佐藤勝昭先生の作品で、2013年1月の
会議に出席された際に描いていただいたものです。

表紙紹介

　10ｍを超える蘭華樹、空中に飛ぶ巨大なランの
ハンギングオブジェなど、ダイナミックな展示と光の
演出が創り上げる豪華なショースペースが登場。奇跡の星の植物館が日本一の

コレクションを誇るサル顔のラン・ドラキュラ属の展示や、ランの王
者・斎藤正博氏のマスデバリア（沖縄国際洋
蘭博覧会 2016 大賞受賞株）の展示をはじ
め、貴重種や珍品種など様々なランが勢揃
い。世界各地のランが一堂に集まる豪華ラン
展でランの魅力を存分にお楽しみください！

●お問い合わせ●
奇跡の星の植物館
☎0799-74-1200
※特別展につき入館料
が変更となります

■会　場／淡路夢舞台 展望テラス３階 イベントスペース 「淡路夢工房」
■時　間／10:00～17:00　■入場料／200円 ※中学生以下無料
■お問い合わせ／株式会社 夢舞台 ☎0799-74-1000
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