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開催を終えて
新学術領域研究「ネオ・セルフの生成・機能・構造」
第１回若手の会／第１回国際シンポジウム
第9回 International Symposium on Electromagnetic 
Processing of Materials（EPM2018）
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2025年大阪万博誘致用プロモーション
ビデオの撮影が行われました

詳しくはお問い合わせ下さい 
淡路夢舞台国際会議場
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お知らせ

　このたび第42回日本脳神経外傷学会を
2019年3月8日㈮～9日㈯に開催いたします。
歴史的に神経外傷は、脳神経外科学の中で
も基本的な疾患です。1960-70年代には多数
の交通外傷患者が発生し、脳神経外傷治療
は重症患者の救命が第一命題でした。近年
では高齢化が進んで疾病構成も変化し、
高齢者の転倒事故が増加しています。また、
より軽症患者での高次機能障害への対応、
スポーツ外傷、小児虐待などもクローズアップ
されています。
　本年は「頭部外傷治療・管理ガイドライン」
が改訂されることから、学術集会のテーマを「脳神経外傷の病態と
治療アップデート」としました。併せて「頭部外傷データバンクプロジェク
ト2015」の解析結果もまとまりますので、この2つについて特別企画を設
けます。スポーツ頭部外傷、外傷後高次脳機能障害、高齢者の頭部外
傷、小児虐待による頭部外傷、低髄液圧症候群などの最近のトピックに
ついて、病態解明、治療など幅広い領域にわたって発表いただきます。
さらに、損傷後の神経再生に向けた研究について特別講演も企画して
います。
　海の青、山の緑、早春の花々に囲まれた静かな環境で、心おきなく
十分な討議をしていただけるものと期待しております。

8-9 Mar. 2019

第42回 日本脳神経外傷学会

開催に寄せて

　2019年6月2日～5日に、The 3rd International 
Symposium on Anodizing Science and 
Technology（AST2019）を開催いたします。
これは、一般社団法人 表面技術協会「金属
のアノード酸化皮膜の機能化部会（ARS）」
の主催で、2008年北海道ルスツ、2014年札
幌に続くものです。
　アルミニウムは、様 な々日用品から航空機や
自動車にも使われる身近な金属です。その実
用には、アノード（陽極）酸化して耐食性皮膜
を形成する「アルマイト」技術が欠かせませ
ん。これは、1923年に日本で発明された技術です。以来、我が国はア
ノード酸化の基礎研究および応用技術で世界をリードする成果を上げ
ております。アルマイト処理はもちろんのこと、アノード酸化皮膜を用いる
電解コンデンサの分野でも日本企業が世界を先導し、ナノ･マイクロテク
ノロジー分野においても先駆的成果を上げております。多孔質アルミナ
の規則化と応用、チタニアナノチューブの合成、鉄やステンレス鋼への
多孔質皮膜の形成や新たな生成モデルの提案、さらにはシリコンなど
の半導体材料の多孔質化など、近年、基礎と応用の両面でアノード酸
化技術が大きな広がりを見せております。この分野で活躍中の各国の
研究者を招聘して開催する本会議は、学術の発展と研究者・技術者
の相互交流に大きく資するものです。兵庫県立淡路夢舞台国際会議
場のすばらしい空間と兵庫のおいしい食材を堪能しながら、熱のこもっ
た議論が展開されると期待しております。

2-5 Jun. 2019

八重 真治

現地実行委員長
兵庫県立大学大学院
工学研究科化学工学専攻　
教授

開催に寄せて

9-10 Jan. 2018 / 10-11 Jul. 2018

新学術領域研究「ネオ・セルフの生成・機能・構造」
第1回若手の会 / 第1回国際シンポジウム
　新学術領域研究は、ある科学的研究テーマ
を解決するために研究チームを組んで実施する
文部科学省の課題探求型研究プロジェクトで
す。私たちの研究グループ｢ネオ･セルフ」では免
疫の異常が原因となって起きる病気について、7
つの計画研究班と21の公募研究班が総力を結
集して、その仕組みの解明に取り組んでいます。
お互いの研究進捗状況を把握し、その情報を
各自の研究に役立てるため、昨年1月には若手
研究者の交流促進も大きな目的とする｢若手の
会｣を、同じく7月には国内外から優れた免疫学
研究者をお招きして最先端の免疫学研究に触
れる｢国際シンポジウム｣を淡路夢舞台国際会議場で開催しました。いず
れも2日間の開催でしたが、若手の会はその企画･進行を若手研究者に
ゆだねて会議室で、また国際シンポジウムでは中規模ホールを使って活発
な議論を交わしました。
　こうした昼間の学術交流に加え、夜は研究にまつわる日頃の苦労や将
来の夢をレストランで食事をとりながら、あるいは滞在するウェスティンホテ
ルの部屋に分かれて深夜まで語り合い、本プロジェクトに参加するメン
バーの絆を強めることが出来たと思います。国際シンポジウムの夜には外

国人研究者と近隣の温泉施
設に出かけ、ライトアップされ
た明石海峡大橋を眺めなが
ら湯船につかるなど、美しい
淡路島の地で忘れがたい思
い出を作ることが出来ました。

開催を終えて

甲村 英二

神戸大学大学院
医学研究科 外科系講座
脳神経外科学分野
教授

14-18 Oct. 2018

京都大学大学院
工学研究科
材料工学専攻
教授

安田 秀幸

開催を終えて

　EPM2018は、1994年に名古屋で開催さ
れて以来、3年毎にアジアとヨーロッパで交互
に開催されてきた国際会議であり、12年ぶり
の日本開催の会議に16ヵ国から141名の参
加者が集いました。この会議は、電磁力、超
音波、マイクロ波を高度に利用する材料製
造プロセスに関した科学・技術を議論し、材
料プロセシングの発展を通して社会に貢献
することを目指しています。
　10月14日に淡路人形座による「戎舞」により
和やかに会議がスタートしました。15日～17日
の午前・午後にはテクニカルセッションで熱心な討論がなされ、17日夕
刻にはウェスティンホテル淡路でのバンケットで美味しい食事とともに研
究者・技術者の交流がもたれました。18日には海外からの参加者ととも
に北淡震災記念公園、鳴門の渦潮クルーズを巡り、EPM2018のすべ
てのイベントが終了しました。
　台風21号が関西空港に甚大な被害をもたらし、会議への影響が心
配されましたが、淡路夢舞台国際会議場のご協力もあり、杞憂に終わ
りました。森と海に懐かれた個性的な国際会議場の建築群、会議に集

中できる静寂な環境、施設
の高い質に多くの言葉が
寄せられました。開催準備
の段階から会議運営にご
協力・ご支援をいただきま
した夢舞台国際会議場の
皆様に感謝申し上げます。

第9回 International Symposium 
on Electromagnetic Processing 
of Materials（EPM2018）

兵庫県立
淡路夢舞台国際会議場

館長 髙野 幸二郎

ご挨拶
　皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えの

ことと心よりお慶び申し上げます。平素は淡路夢舞

台国際会議場をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

　2018年には“平成最後の～”とのフレーズがよく聞
かれましたが、2019年は改元による時代の大きな区切りが訪れ、多くの新元

号最初の事柄に接し、先へと開けた新たなる前進へのエネルギーを強く感じ

られる一年となることが期待されます。また、本年己亥の年は、足元を固め、

次の段階を目指す準備のための年と言われます。当会議場は2020年に20

周年の節目を迎えますが、これまでの歩みを振り返りながら課題と強みを再

認識し、選ばれる会議場であるために重要な要素を充実させ、次なる成長

に向けて情報発信･交流拠点としての質の向上に努めてまいりたいと存じ

ます。

　隣接するウェスティンホテルの客室リニューアル工事も本年3月には完結

し、装いを整え皆様をより快適な空間へとお迎え

いたします。本年も、夢舞台へと足をお運びいた

だく全てのお客様との出会いを大切に、皆様の

ご指導とお力添えを賜りながら、関係施設との連

携もさらに深めつつ多様化するニーズにお応え

できるよう職員一同全力で取り組む所存でござ

います。

　末筆ながら、本年が実り多き年となりますよう、

皆様の益々のご発展とご健勝を祈念いたします。

※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。
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3月

5月
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4月

大阪大学大学院生命機能研究科 合同リトリート
第17回幹細胞シンポジウム
第26回全国ハーブサミット in 淡路島

新学術領域「ネオウィルス学」領域班会議
ISPRM2019 cabinet meeting
6th AWEST 2019
第15回平成医療福祉グループ学会

第3回 アノード酸化の科学と技術に関する
国際会議 AST2019

公益財団法人ジョン万次郎ホイット
フィールド記念国際草の根交流センター

神戸大学医学部
兵庫医科大学リハビリテーション医学教室
徳島大学先端酵素学研究所
神戸学院大学薬学部
神戸市外国語大学
神戸市外国語大学
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
兵庫県淡路県民局 洲本土木事務所
神戸学院大学経済学部
神戸大学大学院医学研究科
奈良先端科学技術大学院大学　
大阪大学大学院基礎工学研究科
公益社団法人日本産科婦人科学会
大阪大学大学院工学研究科
神戸常盤大学
関西医科大学
甲南大学文学部
大阪医科大学
大阪大学大学院生命機能研究科
幹細胞シンポジウム事務局
淡路市産業振興部商工観光課

兵庫県立大学大学院工学研究科

東京大学医科学研究所
兵庫医科大学リハビリテーション医学教室
大阪市立大学大学院理学研究科
一般財団法人平成学術振興財団

徳島大学大学院医歯薬学研究部
甲南大学文学部

第1回神戸大学シグナル伝達医学研究展開センター若手道場
6大学合同研究会
徳島大学統合的がん創薬研究クラスター 合同ミーティング
神戸学院大学薬学部 合同ゼミ合宿
野村ゼミ 研究発表会
2018年度中嶋ゼミ研究合宿
バイオメディカルデータサイエンティスト養成集中講座
淡路島景観緑花交流フォーラム
18年度 淡路島ゼミ合宿
第42回 日本脳神経外傷学会
2018年度 大腸菌システム生物学研究会
新学術領域研究「多元質感知」領域班会議
第9回産婦人科スプリング・フォーラム
Osamu Nakamura Conference 2019
平成31年度 神戸常盤大学新入生オリエンテーション
平成31年度 関西医科大学合宿研修
自我状態療法 特別入門ワークショップ
大阪医科大学 医学部 看護学部 新入生学外合宿

2019年2月～7月開催予定の主な会議一覧

松本 満

徳島大学
先端酵素学研究所　
次世代酵素学研究領域 
免疫病態学分野
教授

第3回 アノード酸化の科学と技術に関する
国際会議 AST2019

淡路少年少女発明クラブ祭開催
株式会社夢舞台共催

第29回日米草の根交流サミット2019
兵庫･姫路大会
分子病理研究会
自我状態療法 入門ワークショップ

　様々な実験･工作を通じて子供たちの自由な発想を引き出し、科学
技術に対する夢や情熱を育むとともに想像力豊かな人間を形成する
ことを目的としたイベント「淡路少年少女発明クラブ祭」が昨年12月
1日(土)淡路夢舞台国際会議場で開催されました。
　このイベントを主催した淡路少年少女発明クラブ及び(公社)発明
協会は、子供たちの科学的探究心、豊かな創造性を育成するため、もの
づくりに親しむ環境を整え、学校教員、地域企業技術者などの指導の
もと楽しく創作活動に取り組める場を提供しています。通常は会員のみ

を対象に作品製作、企業訪問などの指導が行われていますが、淡路
少年少女発明クラブ祭では広く島内全体から子供たちが参加し、人が
入れるほどの巨大なシャボン玉づくりに挑戦したり、ビニールひもで
作ったクラゲと風船を使い静電気の作用でふわふわと浮かせたりしな
がら、遊びと学びを同時に楽しみました。
　このほか、クラブ会員が日頃不便に感じていることから独自の視点で
着想し、工夫を重ねたアイデア作品も展示され、参加者は想像力に
富んだ様々な発明品に興味深く見入っていました。

ウェスティンホテル淡路が厳選した淡路島･兵庫県の
特産品、ホテルオリジナル商品など多彩なアイテムを
取り揃えたオンラインショップのサイトが新しくなりま
した。ウェスティンおすすめの品々を日常のひとときにも。
ご自宅用に、贈り物用に、是非ご活用ください。



株式会社夢舞台協賛

2019 LOVE TRIATHLON in あわじ

お得な助成金制度をご活用下さい
・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
・中内力コンベンション振興財団の助成金　

春の逸品 淡路島サクラマス
　2017年にデビューし、早くも淡路島のブランド食材の代表格としてその地位
を確立しつつある淡路島サクラマス。桜の便りが訪れる3～5月に旬を迎え、き
れいなピンクの身の色からその名がつけられたサクラマスは、ほどよく身が締
まっていて心地よい食感が楽しめる一方、非常によくのった脂によってとろける
ように上品な味が舌になじんでいく、旨みに溢れた高級魚です。
　潮流の速さと栄養の豊富さで好漁場として知られる福良湾は、冬の水温の
低さも加えてサクラマスの成長にとっての最適な条件が整っていますが、養殖
の取り組みが始められた頃は全国的にも前例が少なく、淡路島3年とらふぐを
生んだ、高い技術をもつ養殖業者のもとで様々な試行錯誤が重ねられました。
すべての作業において手間を惜しむことなく丹念に育てられ、食の宝庫淡路島
にまたひとつ新たな特産品として加わった上質なサクラマスは年々人気が
上昇、業者も少しずつではありますが増加し、より多くのサクラマスを出荷でき
るようになっています。
　どんな調理法でも絶品の味わいですが、養殖のための適水温が低いサクラマ
スを生で楽しむことができるのは5月まで。3ヵ月の旬の期間中にも徐々に味の
濃厚さが増していく魚であり、お好みに合った季節に召し上がっていただくのは
もちろん、時期を変えての食べ比べによる味わい方もお楽しみいただけます。こ
れまでは、誕生の地である南あわじ市を中心に多様なメニューが開発されてき
ましたが、今シーズンは淡路島全体でPRに向けた
取り組みも進められており、島内各地の料理人が極
上食材の魅力を伝えるべく腕をふるった心尽くしの
品々をご用意、まもなく訪れる春の食卓を彩ります。

株式会社夢舞台主催

　過去3回の開催において多くの
皆様にご好評をいただきました
｢淡路 花の茶会｣を今年も茶道
裏千家淡交会淡路支部様のご協
力のもとに開催いたします。
　夢舞台ならではの趣向を凝ら
したおもてなしの3席を、春の穏
やかな光と満開の花 と々ともにお
楽しみください。皆様のご参加を
心よりお待ちしております。

淡路花の茶会
4月14日㊐
9:00～16:00
前売茶会券 4,000円
［植物館入館券付］

―オーキッドワンダーランド―
淡路夢舞台ラン展 2019

　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「淡路夢舞
台ラン展2019」。ランの魅力を五感
で体感できる西日本最大規模のラン
展です。高さ20ｍの区間を使って、壁
面緑化、ハンギングバスケットなど
様々な手法で従来のラン展のイメー
ジを覆す華やかでダイナミックな“ラ
ンの空中サーカス”のようなお庭が広
がります。また、恒例の「変顔ラン大集
合！」「色、形、香りのラン展」や、ラン
愛好家秘蔵のコレクションを展示す
る「ぼくらのお宝ラン展」等も開催。ラ
ンの魅力を五感でお楽しみください。

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歳以上（要証明）750円、高校生以下無料
■お問い合わせ／奇跡の星の植物館　☎0799-74-1200
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

奇跡の星の植物館 特別展
126土

310▶
日

◆本　席　国際会議場 4階別棟 茶室「つばき」
◆副　席　ウェスティンホテル淡路 1階「チェーロ」
◆点心席　ウェスティンホテル淡路 3階「チェルレオ」
◎お申込方法など、詳細は国際会議場ホームページにて
　ご確認いただけます。  http://www.yumebutai.org

2019年

1月28日㊊
受付開始
［先着順］

第4回

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

当日の撮影風景

　昨年11月、2025年の万博開催地を決める博覧会国際事務局総会がパリ
で行われ、決選投票の末に大阪での開催が決定しました。この総会における
大阪の最終プレゼンテーションで流された映像の制作時には淡路夢舞台国
際会議場もロケ地のひとつに選ばれ、関係者の皆様は過密なスケジュールに
もかかわらず手際よく取り組まれて撮影が進行、当会議場もわずかながらの
お手伝いではありましたが誘致への重
要な過程における一瞬を共有させてい
ただきました。
　2019年のラグビーワールドカップ、
2020年のオリンピック･パラリンピッ
クと国際的大イベントの日本開催も控
えていますが、2025年に向けては関
西を起点にまた日本全体が活気づい
ていくことが大いに期待されます。

　　　　　　2025年大阪万博誘致用
プロモーションビデオの撮影が行われました
祝！開催決

定

630日

　前号でもご紹介した、関西屈指の
規模を誇るトライアスロン大会
「LOVE TRIATHLON in あわじ」。
前回大会は約900名が参加を予定し
ていたものの、折悪く接近した台風の
影響により一部の部門のみの開催と
なりましたが、子供たちの熱戦が繰り
広げられる中、ひたむきにゴールへ
向かう懸命な姿に笑顔と涙が溢れる和やかな大会となりました。
　前々回、前回とも終了後には大きな反響があり、次回参加希望の声を多数
いただいていたところでしたが、2019年も6月30日(日)に淡路島国営明石海
峡公園にて開催されることが決定しました。記録に挑戦したい方も、ご家族で
力を合わせて達成感を分かち合いたい方も、幅広い世代の多くの方に気軽に
楽しんでいただけるよう豊富にカテゴリーが用意されています。参加を希望
される方は実行委員会のホームページ上にて情報をご確認の上（3月頃掲載
予定）、ご登録手続きをお願いいたします。

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

国際会議場に隣接するウェスティンホテル淡路の日本料理「あわみ」では、期間
限定で2種類のメニューをご提供。素材の良さを最大限に生かし、熟練の技で
仕上げた特別メニューで淡路島サクラマスの際立つ味わいをご堪能ください。
※いずれも1日限定15食、要予約(3日前まで)

◆淡路島サクラマス御膳1 2,400円（サービス料込･税別）《3月～5月販売予定》
サクラマスを使った品々、春野菜の天ぷらなどを盛り込み、
卓上でのお花見を楽しんでいただけるような彩り鮮やかな御膳です。

◆淡路島三食膳2 2,200円（サービス料込･税別）《5月販売予定》
淡路の春の人気食材、サクラマス･生しらす･サワラが勢揃い。
丼を召し上がっていただいた後は出汁茶漬けで二度お楽しみいただけます。

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 ☎0799-74-1112


