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－写真上－ 

棚田と播磨灘（北淡町） 

－写真中－ 

上田池の堰堤・大正１５年起工（三原町） 

－写真左下－ 

沼島（南淡町） 

－写真右下－ 

いちょうと瓦と土壁（洲本市・中川原） 

こうだ  えんてい 



10月 

日韓国際民事訴訟法研究会 

第4回　固定チームナーシング近畿地方会 

国連大学グローバル・セミナー 

平成14年度兵庫県公民館運営審議会委員協議会中央研修会  

2002年秋季　日本アスペン・エグゼクティブセミナー 

汎太平洋フォーラム 

2002ひょうご-淡路会議「新エネルギーの将来と地域活性化」 

アジア青年・建築交流会議 

結核予防会近畿ブロック会議 

国際粒子線治療シンポジウム２００２ in 兵庫 

環境芸術学会第３回大会 

第7回関西科学技術セミナー 

 

十一都道府県教育委員会　委員長・教育長協議会 

11月 

伝統野菜シンポジウム 

MWP2002 

第1回マイクロ・ナノテクノロジーCREST国際ワークショップ 

第３７回兵庫県NOSAI大会 

ITあわじ会議 

日本国際政治学会2002年度研究大会 

第１０回フィラーシンポジウム 

平成14年度全地婦連近畿ブロック会 

日本広東経済促進会第２回年次会 

12月 

あわじ菜の花フォーラム 

「アジア的価値」と国際社会 

ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11

 

大阪大学法学部　文部科学省 

県立淡路病院 

兵庫県国際交流協会 

東浦町教育委員会 

日本アスペン研究所 

同事務局 

神戸新聞社地域活動局社会事業部 

神戸芸術工科大学広報･国際交流課 

結核予防会近畿ブロック 

兵庫県粒子線医療センター 

同事務局（神戸芸術工科大学内） 

関西科学技術セミナー企画会議 

兵庫県　関西サイエンス・フォーラム 

兵庫県教育委員会 

 

奇跡の星の植物館 

同事務局 

徳島大学薬学部薬品物理化学教室 

兵庫県農業共済組合連合会 

兵庫県産業労働部情報政策課 

同事務局 

フィラー研究会事務局 

兵庫県連合婦人会 

日本広東経済促進会 

 

淡路県民局県民生活部環境課 

神戸学院大学法学部 

（社）情報処理学会　情報規格調査会 

 

 

 

 

　光ファイバーの導入により、１２月、全会議室からアクセスできるインターネット

接続サービスの通信速度が約８０倍の１０Mbpsに増強され、より多くのパソコン

から快適にインターネットをご利用いただけます。また、従来のOAルームを地下

１階に拡充移転し、常設のパソコンを増やすとともに、持込のパソコン用デスク

を設置。さらに無線LANの基地局を新しく設ける予定です。ぜひご利用ください。 

　７月２０日から１日１４往復運行の関西国際空港と徳島を結ぶリムジンバスが

淡路に停車することになりました。関空から淡路・東浦ICバス停まで約90分。

東浦ICから淡路夢舞台までは車で約１０分です。湾岸線をドライブ、世界一の

吊橋・明石海峡大橋を楽しみながらの快適アクセスです。外国からのお客様に

もさらに安心便利になりました。従来の海上ルートとあわせてご利用ください。 

国際連携兵庫会議環境分科会 第39回日本外科代謝栄養学会 第６回東南アジア地区チェシャーホーム年次総会･国際会議 

日中韓環境産業円卓会議 

　去る8月29日から2日間、アジア災害看護フォーラムを淡路
夢舞台で開催した。この会は、文部科学研究費による共
同研究の一環として行われたものだが、アジア7カ国におけ
る災害看護の情報交換を行い、今後の教育における方向
性を検討することを目的としていた。ここでいう教育とは、
看護師養成や卒後の看護教育だけではなく、広く小学校
から高校、および一般の人々への教育も含まれている。約
100人のこの分野の専門家の参加者を得たので、提供さ
れた情報は豊かで、アジア諸国において災害の多様性と

被害の大きさ、生活への脅威と
看護の役割が具体的に示された。
特に、タイで行われている小学
生対象の防災教育や中国の国
民防災教育の徹底など学ぶべ
き点が多かった。来年モロッコで
開催される国際看護師協会の学術大会に、この会議の成
果は引き継がれる。 
　海のないモンゴルからの参加者は夜半にホテルに入っ
たので、翌朝窓を開けて目の前に広がる明るい海にいかに
感動したかと興奮し、他の参加者も会議や住環境の良さを
高く評価していて、主催者としては、ホテルや会議場の担
当者の皆様に深く感謝している。 

参加者アンケートに 
寄せられた声です。 
ありがとうございました。 

29-30 Aug., 2002

　昨今、日本で繰り返し起こる不祥事の背景として、倫理観の
欠如や物事の瑣末な面しか見ない社会認識の甘さ等が指摘さ
れていますが、何故こうしたことが起きるのか、人は何故生きるの
かといった本質的な問いがされてこなかったことが大きな要因と
してあげられます。 
　日本アスペン研究所は1998年にNPOとして設立され、｢古典｣
を素材に自由で多元的な｢対話｣を通して、理念や価値観をあら
ためて見つめ直し、人間的価値の本質について思索する場を
提供しています。 
　その使命は自己への内省と社会への洞察を深め、ヒューマニ
ティを高めて、より高次のリーダーシップ能力の醸成に寄与する
ことにあり、企業や官公庁､NGO､NPOなどの幹部を対象に5泊
6日の｢エグゼクティブ･セミナー｣を年3回開催しています。 
　今回初めて関西地区の皆様にもご案内し、10月11～16日に
開催いたします。都塵を離れ
た豊かな環境は､実り多い｢対
話｣の大切な条件なので｢淡
路夢舞台国際会議場｣を選び
ました。 

   2002年マイクロ波フォトニクス国際会議（MWP 2002）は、マイ
クロ波フォトニクス分野では最大の通信工学系国際会議であり、
毎年、アジア、ヨーロッパ、北米の都市を廻り、開催されています。
今回、2002年11月5～8日、淡路夢舞台国際会議場で行われる
MWP2002は、初回から数えて7回目の開催となり、日本では、第
1回の1996年の京都・ATR環境適応通信研究所で開催された
MWP1996に続き、6年ぶり2回目の開催となります。 
   今回は「Discover Microwave Photonics for Broadband 
Networks」をメインテーマに、プレナリー講演2件、招待講演12件、
チュートリアル講演3件、口頭ならびにポスターによる一般講演が、
4日間にわたり行われ、国内外から約200名の参加者が見込ま
れます。 

   会期中は、Get-together Party、
レセプション、バンケットやテクニカ
ルツアーを企画しており、Get -
together Partyやバンケットでは日
本の茶道や淡路島の郷土芸能で
ある人形浄瑠璃の紹介も行います。
会議の成功を祈るばかりです。 

兵庫県立看護大学 



 
　秋気さわやかにみなぎる好季節、小高い丘に生

い茂る緑の小道を、心地よい潮風に身をゆだねなが

ら足をすすめる。Su----- 思わず深呼吸すると、体に

緑の生気が入り込み、胸のつかえ、体の疲れがさら

りと流れ去る。水、光、風、陰、空、山、海・・自然を感

じることのできる空間、それが淡路夢舞台です。か

つてこの場所は関西国際空港などを築くために土

砂を採取した跡地でした。裸の大地に一本一本苗

木が植栽され、緑が蘇りました。夢舞台のテーマは「緑

の再生」です。環境を考えるきっかけ、心身を再生す

るきっかけになるかもしれません。淡路夢舞台で秋

のお散歩をゆっくりと楽しんでみてはいかがでしょうか。 
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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

●以下の要件を満たす国際会議に、５００万円を限度として開催総経費の１０％ 
　以内を助成します。 
　　①開催日程３日以上 
　　②参加国は日本を含め５カ国以上 
　　③国外参加者の比率が２０％以上 
●その他の国際会議には、２００万円を限度に開催総経費の５％以内を助成します。 
※このほか、一定の条件を満たした会議等について、無利息の貸付金制度もあり
　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、助成金・貸付金制度との
併用も可。 

国際会議場での会議を伴う宿泊（15名様以上）にご利用いただける同レートにより、
「ウェスティンホテル淡路」の宿泊料が最大で通常料金の約４５％割引となります。
（祝祭日、特定日を除く日曜日から木曜日に適用） 

※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。 

　秋の夜長をいかがお過ごしでしょうか。淡路夢舞台国際会議場があのイングラン
ド代表チームのメディアセンターとして脚光を浴び、選手等を一目見ようとするファン
で沿道が埋めつくされたのは、まだ日の長かった頃でした。今でも女性誌等をとりわ
け賑わせるのがベッカム選手。その彼の引力って？甘いマスク、シャープな技・・だけ
ではないのでしょう。けがからの復帰、夢を追い続けたサクセスストーリーに魅了され

てしまったファンも少なくないはず。会議場や彼らの宿泊した隣接のウェスティンホテ
ル淡路には、イングランドチームサイン入りの旗や超特大Tシャツ、写真パネルが飾ら
れてます。訪れたお客様は、彼らの残像を前に話に花が咲きます。夢いっぱい、花
いっぱい、淡路夢舞台国際会議場はいつもみなさまのお越しをお待ちしております 

国際会議場 

ウェスティンホテル淡路 

展望テラス 
レストラン＆ショップ 

奇跡の星の植物館 

野外劇場 
百段苑 

淡路交流の翼港 

国営明石海峡公園 

プロムナードガーデン 

淡路交流の翼港 

国営明石海峡公園 

プロムナードガーデン 

国際会議場 

ウェスティンホテル淡路 

展望テラス 
レストラン＆ショップ 

奇跡の星の植物館 

野外劇場 
百段苑 

●オオシマザクラ 

●印は散歩道を彩る草木です。 

●リョウブ ●ムクノキ 

●スダジイ 
●ケヤキ ●アキニレ 

●マテバシイ 
●サルスベリ・白花 

秋の花祭り２００２（～１１月中旬） 

国際ランドスケープ＆ガーデニングショー（～１１月中旬） 

秋色ガーデンショー 
（～１１月下旬） 

１００のキク花壇 
秋の展示替え ●タブノキ 

●ナナミノキ 

●クスノキ 

（穴山万里子） 


