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　The International Workshop on 
Retroviral Pathogenesisは、エイズウイルス
発見以前からレトロウイルスの病原性、特に
宿主との相互作用を遺伝的及び分子構造
のレベルで解析して来た世界中の研究者
が、１つの会場で寝食を共にしながら発表
と討論を行う、極めて密度の高い国際学会
です。
　この学会の常連参加者によるヒトT細胞白
血病ウイルス受容体発見や、レトロウイルス感
染抵抗性因子APOBEC3の生理機能発見
は、エイズ研究にも大きなインパクトを与えてき
ました。
　また、近年は染色体上の内在性レトロウイルスの新たな分類法や、
内在性レトロウイルス発現と神経変性疾患との関連が、長時間にわた
る議論の対象となっています。
　この学会は、原則としてアメリカ合衆国とヨーロッパとで１年交替で開
催されて来ましたが、今回30回記念の会を開くにあたり、初めて我が国
が開催地に選ばれました。組織委員会の現地ホストを任されるにあた
り、理想の会場として選んだのが淡路夢舞台国際会議場です。この会
場で、次の30年間をリードする新たな討論成果が生まれることを期待し
ています。

8-12 October 2018

第30回 The International Workshop 
on Retroviral Pathogenesis

宮澤 正顯

開催に寄せて

　この度、第三回アクアフォトミクス国際シンポ
ジウムを平成30年12月2日㈰～6日㈭に開催
いたします。
　アクアフォトミクスとは、2005年、神戸大学農
学研究科生体計測工学研究室の教授として
初めて提唱した新しい“オミクス”研究分野で
あります。
　水は身近な存在でありながら、多様性を示
す極めて魅力的な物質で、様々な分野の研
究者の関心の的となってきました。そして近
年、水と光の相互作用を観測できる分光法が
生体現象の理解に繋がる重要な情報源となっています。
　このアクアフォトミクスは、水分子スペクトルをholistic bio markerとし
て利用し、系に存在する分子の状態を分子鏡として映し出せるという
着想のもと、生体システムの活動あるいは異常化を理解する試みです。
　第三回目となる今回は、基調講演者として、台湾国立交通大学の
浜口宏夫教授、ワシントン大学Gerald Pollack教授、インスブルック大
学Christian Huck教授、バークレー サンフランシスコ大学Craig 
Schwartz教授他を招くほか、ワークショップとポスターセッションも開催
する予定です。
　参加者の皆様には、淡路島の豊かな自然と開放的な空間の中で、
活発な議論がなされることを期待しております。多くの方のご参加を心
よりお待ちしております。

2-6 December 2018

第三回アクアフォトミクス国際シンポジウム

ツェンコヴァ ルミアナ

神戸大学大学院
農学研究科
生体計測工学分野
教授

開催に寄せて

夢舞台建築散歩 ～貝の浜～

23-24 June 2018

公益財団法人日本精神神経科診療所協会　
平成30年度定時総会・第24回（通算45回）学術研究会

淺野 達藏

　2018年6月23･24日の土日の2日間、淡路夢
舞台国際会議場と隣接のウェスティンホテル
淡路にて上記を開催しました。
　本協会は会員数1700名あまりの日本国内で
精神神経科診療所を開設している精神科医
のあつまりです。公益財団法人で3月期決算の
ため、6月中には定時総会を開催する必要が
あります。本協会の上位団体にあたる公益財
団法人日本精神神経学会の学術総会が6月
21～23日、神戸ポートアイランドの国際会議場
などで開催され、それに引き続いての開催とし
ました。
　5つのホール･会議室を利用して、2日間で市民公開講座、10のシンポ
ジウム、6つのワークショップ、8つのランチョンセミナーと5つのアフタヌーン
セミナーを開催し、非常に盛りだくさんのプログラムを開催することがで
き、定時総会も無事成立いたしました。
　夜間には、ホテルでの、人形浄瑠璃をみることができ、おいしい料理を
満喫できた懇親会と夜間の「奇跡の星の植物館」散策もたのしめ、参加
の先生方にも好評でした。
　ただ希望としては参加者が360名ありましたので、もうすこし宿泊ベッド
を確保できることと、伊丹空港からの直行のバス便があれば、全国から来

ていだける時にもっと便利で
はなかったかと思いました。
　開催にあたりましては、朝
早くから深夜まで設営をして
いただきました関係者の皆
様のご厚意にあつく御礼を
申し上げます。

開催を終えて

日本精神神経科診療所
協会 理事
浅野神経内科
クリニック 院長

第30回レトロウイルス
病因論国際ワークショップ
組織委員長
近畿大学大学院
医学研究科長・医学部教授

2018年9月～12月開催予定の主な会議一覧

第19回JSAWI当番事務局

楠歯科医院

大阪大学 微生物病研究所

関西看護医療大学

大阪大学大学院 基礎工学研究科

神戸学院大学

脳とリハビリ研究所

関西学院大学理工学部

東京大学大学院理学系研究科

神戸新聞社

第10回日本臨床睡眠医学会学術集会事務局

京都大学大学院 医学研究科　

近畿大学大学院 医学研究科

学校法人 関西看護医療大学

京都大学大学院工学研究科

京都大学大学院工学研究科

株式会社夢舞台

アジア防災センター

一般財団法人 日本宇宙フォーラム

徳島大学大学院医歯薬学研究部

東京大学 医科学研究所

兵庫県教育委員会事務局

アスリード株式会社

理化学研究所 多細胞システム形成研究センター

大阪大学産業科学研究所

淡路少年少女発明クラブ（公益社団法人発明協会）

株式会社互恵会 大阪回生病院

一般財団法人 淡路島くにうみ協会

神戸大学大学院農学研究科

立命館大学

立命館大学

9月

10月

12月

11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。

2018年度FDワークショップ

脳とリハビリ研究所 第6回学術集会 ～ CBR2018 ～

5大学合同研究会

平成30年度 膜タンパク質研究会

看護診断得訓講座

EPM 2018

ダイレクト･ヒート2018 国際会議

2018・こころづくり絵画コンクール in 淡路夢舞台

アジア防災会議（ACDR）2018

6th Joint Project Team Meeting for Sentinel Asia STEP3

淡路政経懇話会

第10回日本臨床睡眠医学会学術集会

新学術領域研究「ネオウィルス」班会議

平成30年度 外国語指導助手の指導力向上研修

ECHO AWAJI CV IMAGING 2018

1st BDR Retreat

淡路少年少女発明クラブ発明教室

OSHNet 第11回新PSG睡眠塾

第5回淡路島くにうみ講座

第三回アクアフォトミクス国際シンポジウム

2018年度 AMED老化研究会

Ubiquitous Wearable Workshop 2018

日独共同大学院プログラム・シンポジウム
グリーン成長のためのバイオテクノロジーと化学プロセス

日本化学会新領域研究グループ「有機合成化学を
起点とするものづくり戦略」成果報告会

ユビキタスコンピューティングシステム・
ヒューマンコンピュータ インタラクション合同研究会

Latest Advances in Development & 
Function of Neuronal Circuits

第30回 The International Workshop 
on Retroviral Pathogenesis

The 19th Annual Symposium Japanese Society 
for the Advancement of Women's Imaging

The 8th Joint International Semantic 
Technology Conference (JIST2018)　

ADF スタッフミーティング

第17回あわじしま感染症・免疫フォーラム

第19回看護診断セミナー

公益財団法人神戸医療産業都市
推進機構 先端医療研究センター

　現代建築の粋が集結し、多様な機能と表情を持つ夢舞台施設群。な
かでも、庭や森の間に広がる貝の浜は1万㎡に100万枚の白い帆立の貝
殻が敷き詰められたその広大なスケールもさることながら、そこに込め
られた様々な思いが訪れた人を惹きつける特徴的な散策スポットとなっ
ています。
　もとは貝殻を貼る予定のなかった工事計画ですが、処分の手段なく大
量に廃棄されたままとなっていた北海道の帆立の貝殻を再利用するた

め、関係者が現地へ出向き、色、形、
大きさを一つ一つ見ながら、500
万枚ほどの中から選別を行いまし
た。貝に残っている身を取り除き
洗浄をする作業も、割れないよう
裏にモルタルを詰める作業も、池
の底に貼り付ける作業も、全て

手作業で行われ、また、長期にわたる
作業のため、雨、乾燥など様々な気候
条件下でも均一な質で仕上がるよう
細かい下準備を施しながら、完成に
至るまでには気の遠くなるようなプ
ロセスが積み重ねられています。
　あらゆる点において緻密に計画され、多くの人の手による丁寧な作業を
経て今の姿を見ることができる貝の浜ですが、5cmに抑えられている水深
は、小さなお子様も安全に散策いただけるよう考慮された深さであるとと
もに、流れる水が貝殻の凹凸によりさざ波をたてながら美しくゆらぐ深さで
もあります。
　夢舞台の中でもひときわ存在感を放ち、工事に携わった全ての方々の
技、思いやり、心意気の結晶である貝の浜。きらめく水面を眺めながらゆっ
くりと静かな時間の流れをお楽しみください。

助成金制度のご案内

　淡路夢舞台国際会議場活用助成金制度（以下、「本制度」）においては、
参加者送迎に係るバスの借上経費補助のために個別枠が設けられており、
これまでは経費の10%と上限を3万円とする
実費を比較した際の多い方の金額が交付さ
れていましたが、今年度4月の改定により、上
限を5万円とする実費との比較にて助成を受
けることができるようになりました。さらにお
得になった本制度を是非ご活用ください。
　このほか、国際会議開催助成制度もござい
ます(本制度との併用は不可)。詳しくはお問
い合わせください。

一層お使いいただきやすくなりました

淡路夢舞台国際会議場☎0799-74-1020

2-3 June 2018

愛知医科大学大学院
医学研究科
（戦略的先制統合医療・
健康強化推進学）
愛知医科大学病院
先制・統合医療包括センター
教授

福沢 嘉孝

開催を終えて

　2018年6月2㈯～3日㈯、淡路夢舞台国際会
議場にて一般社団法人日本先制臨床医学会
（JSPCM）第1回創立記念大会・シンポジウム
を大会長として開催しました。風光明媚な御当
地は，創立記念第1回としては最高の開催場
所であり、日本各地からの参加者も到着と同時
に異口同音『綺麗で素晴らしい!』を連発してお
りました。梅雨の直前でもあり、天候が非常に
懸念されましたが、神様が我々に味方したの
か両日共に晴天で学会日和の中、内容的にも
質の高い至極の学会が開催された点、事務
局を初め関係各位に深謝申し上げます。両日
の参加者数は延べ200人超で、本学会に対す
る皆様の感心の高さに驚愕した次第です。
　最近の日本の全死因に占める疾患割合をみると、生活習慣病の1つ
である“がん”が最多との事実が明確化（2人に1人はがんに罹患し、3人
に1人はがんで死亡）しております。一方、国の『健康日本21（第2次）』を
鑑みると、健康の基本目標に『健康寿命の延伸』を掲げております。その
点、本学会が目指す地域医療貢献・社会貢献とは、「患者（国民・住
民）を対象とした先制医療・先端医療・統合医療の学術交流・情報交
換のため、臨床医・栄養学研究者・運動療法研究者・精神療法研究
者・看護師・薬剤師・管理栄養士・その他の医療従事者・治療法/治
療機器の開発者などが一堂に参加して、最新治療法に関する研究、
食事療法・栄養療法・運動療法・精神療法に関する研究、更にこれら
を基礎とした疾患の病態研究を行い、“がん難民と難病難民を救済”で
きる、より効果的で効率の良い治療法の実践と新たな治療法の開発」に
尽きると言っても過言ではないと考えます。
　以上の如き日本の健康背景・現況および本学会設立趣旨を十分に
踏まえ、創立記念第１回大会・シンポジウムのメインテーマを『がん・難病
難民救済のストラテジー』とさせて頂いた次第です。タイトスケジュールの
中、2日間に亘り、講演演者の先生方の日頃よりの研究（基礎・臨床）の大
きな成果をご発表（2日；3演題、3日；13演題）頂き、非常に活発な議論が
行われ、好評を博しましたことを大会長として心より感謝申し上げます。 
　最後に、開催にあたり、非常に温かいご支援・ご協力を頂きました
淡路夢舞台国際会議場のスタッフの皆様にも厚くお礼申し上げます。

一般社団法人 日本先制臨床医学会　
第1回創立記念大会･シンポジウム



秋のスポーツイベント株式会社夢舞台協賛

　ライドシェアサービス大手ウー
バーテクノロジーズのアプリを使用し
たタクシー配車の実証実験が2019
年3月31日まで淡路島内で行われる
ことが決定し、7月21日(土)淡路夢舞
台国際会議場において記念式典が
開催されました。
　国内では、他の地域において一般
ドライバーが運転する自家用車を利用したライドシェアの実証実験は実施さ
れていますが、タクシー会社と自治体との三者のパートナーシップによるケー
スは国内初となります。
　式典では、主催者代表よりウーバー導入が新たな観光需要を掘り起こす大
きな契機となると期待を込めて挨拶、ウーバー代表者からも、住民や国内外
の人々がストレスなく容易に移動できるようにし、関係者の方 と々協力して日
本初となるこの取り組みを拡充していきたいとの意気込みが語られました。
　島内の交通環境充実は地域の重要課題のひとつでもあり、今回の実験は、
兵庫県などが2018年2月に策定した｢淡路島総合観光戦略｣推進施策の一
環として実施されます。観光客、高齢者にも不自由なく移動していただける交
通インフラの整備と共に地域経済の活性へとつなげるため、実験には島内の
タクシー事業者のうち9社40台が参加し、将来的な本格導入を見据えて利用
動向が検証されます。

Uberのタクシー配車サービス
淡路島で実験開始

淡路夢舞台 / ウェスティンホテル淡路
Facebookページ更新中!

※両イベントとも今年度の大会についてはエントリー期間が終了しておりますが、参加にご興味のある方は
　来年以降ホームページに掲載される次回大会の情報をご確認の上、ご登録手続きをお願いいたします。

　淡路島初開催となった昨年は約900名のエントリーがあり、競技者も、応
援する人も、その場の誰もがアットホームで賑やかな会場の雰囲気を楽しみ、
大きな盛り上がりを見せたトライアスロン大会‘LOVE TRIATHLON’。大好評
を博して多くの反響をいただき、今大会は日程が2日間に延長されました。
　関西屈指の規模を誇るこの大会は、幅広い世代が競技に親しみ、初心者で
も気軽に参加できるよう、3歳児から参加可能な部門、親子がペアで参加でき
る部門、リレー形式で協力しながら参加する部門など多種多様なカテゴリー
が設けられていることが大きな特徴となっています。過酷なイメージのあるトラ
イアスロンですが、初めての方も不安なく大会に臨めるよう、種目ごとの基礎
知識･練習方法を習得するための事前講習会、実際のコースを試走･試泳する
下見会などが実施されており、また競技者としてではなくてもボランティアス
タッフとして参加いただくことも可能です。より多くの人に気軽に楽しんでいた
だくことで、身近なスポーツとして普及、定着していくことが期待されています。
　今年は昨年を上回る参加者数が見込まれており、淡路島国営明石海峡公園
を主会場に、さらなる熱戦と大きな声援で一層盛り上がる大会となりそうです。

　‘アワイチ’の名称でも親しまれてい
る、淡路島一周150kmを自転車で駆
け抜ける‘淡路島ロングライド150’。
今回で9回目を迎えるこの大会は、毎
年全国から多くの参加者が集まるサ
イクリングイベントです。最大勾配15
度の坂も含む起伏に富んだコースは
容易なものではありませんが、タイム
を競うものではなく、各自無理のないペースで制限時間内の完走を目指すもの
で、ロードバイクに限らず、マウンテンバイク、二人乗りのタンデム、シティサイク
ルなどでも、中学生以上で公道走行可能な自転車をお持ちの方はどなたでも
参加が可能です。
　東の空が白み始める早朝に淡路島国営明石海峡公園を出発、しばらく平坦
なコースが続いた後に断続的に現れるいくつもの難所は試練ももたらします
が、走り方を工夫しながら仲間と助け合い、それらを乗り越えて走り終えた時
にもたらされる達成感は格別です。参加希望者も年々増加し、今年は昨年より
定員を100名増やしての募集でしたが、5月中旬のエントリーの受付開始後
1ヵ月を待たずに2,300名の定員に達する人気の高さを見せています。
　随所に広がる心地よい島の風景、4ヵ所に設けられたエイドステーションで
振る舞われる地元色豊かなおもてなしグルメなどでリフレッシュするひととき
もまたこのイベントの魅力です。今年は9月24日、脚力に自信のある参加者も、
ゆっくりサイクリングを楽しみたい参加者も、思い思いにペダルを踏み込み淡
路島の魅力を存分に堪能しながら一周150㎞の道のりに挑戦します。

●主催　　　　  2018淡路島ロングライド150実行委員会
●ホームページ　http://www.awajishima-longride.jp/

●主催　　　　  LOVE TRIATHLON in あわじ 実行委員会
●ホームページ　http://lovetriathlon.jp/index.html

―花ルネサンス・日本の美意識を育む―
特別展あわじガーデンルネサンス2018

922土
1111▶

日　日本の伝統文化や伝統工芸、伝統産
業を花文化で継承し、新たなジャパン
ブランドとして世界に発信することを目
標にしたフラワーショー「あわじガーデ
ンルネサンス」。今年は維新150年を迎
え、欧米化を急速に進めてきた私たち
の生活空間は大きく変化しました。その
一方、欧米型の生活に限界を感じた
人々は、自然との共生が生んだ日本の
伝統文化・工芸だけでなく、そのベース
になっている「日本の美意識」に関心を
示しています。
　日本の美意識は、四季の変化が豊か
な自然環境に暮らす先人たちの共生の暮らしの中から生まれたものです。野に遊
び、花に戯れる暮らしは五感を磨き、独特の美意識を育んできました。明治に創ら
れた庭・町空間などは経済重視の生活により、ずいぶん様子を変えてきています。
　そこで今回のあわじガーデンルネサンスは、私たちが失いつつある美意識を再
生・活性化するため、現代の暮らしの中にどのような「花緑空間」が必要なのか、
その空間を生かす「こと」「かたち」「しつらえ」を仕掛けることで美意識を育むこと
ができるのかを検討、提案します。海に映る月を楽しむように秋の草花、そして
日本の秋、和の庭をお楽しみください。
　また、篠山のお苗菊、盆栽など兵庫県の子供たちが育てた伝統園芸植物を
展示する「兵庫の子供伝統園芸展示会」も開催予定。現代に引き継ぐ日本の
伝統、そして日本の美意識から生まれたデザインパターンで作りあげる様々な
モダンガーデンに御期待ください。
　屋外ローズガーデンでは秋咲きの薔薇を楽しむ「秋のローズガーデンショー」
をお楽しみください。

周辺施設のイベント情報

■開館時間／10:00～18:00（最終入館17：30）
■入館料／大人1,500円、70才以上（要証明）750円、高校生以下無料
※屋外ローズガーデン入場は植物館内からのご入場となります。
■お問い合わせ／奇跡の星の植物館　☎0799-74-1200

1 22018 LOVE TRIATHLON in あわじ
2018年 9月29日㈯～30日㈰

2018淡路島ロングライド150
2018年 9月24日（月･祝）

夢舞台の様々な表情をとらえた
写真と共に夢舞台の‘今’をお届け
しています。是非ご覧ください。 詳しくはホームページをご覧ください。 奇跡の星の植物館 検索

１）日本の美意識とは　
２）五感を磨く
３）オタクたちの江戸の園芸
４）町に暮らしに美意識空間を仕掛ける
５）伝統園芸ＫＩＤＳ展－美意識を育てる新たな花育
６）ジャポニズムガーデン2018－綺麗さびの世界

■■■■
　　■■
展 示 内 容

構 成


