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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。 

詳細は同財団へ。TEL ０７８－３０３－８１１１ 

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の50％を超
える割引となります。　　（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。 

写真上－五色町鮎原・春日神社
の樟若葉 

写真下－南淡町仁尾谷川の躍る
青葉若葉 

　緑陰が恋しい季節となりました。いかがお過ごしで

いらっしゃいますか。 

　秋に植えられ、春に収穫、小屋で寝かされ甘みをました玉ねぎが、いよいよ出荷される

時期でもあります。淡路島のブランド作物「玉ねぎ」。１００年の歴史と全国第２位の生産量

を誇ります。淡路にお越しの際にはぜひ味わっていただきい私のイチオシ商品をご紹介。

“淡路オニオンブレッド”です。白いパン生地に茶色く色付いた玉ねぎが散りばめられて、

まるで白肌にそばかすを思わせる素朴で愛嬌のあるお顔立ち、さらに漂う甘美な香りが嗅

覚をくすぐります。口にすると、自然の甘み、そして独特のほろ苦い味わいがひろがり、ふぅ・・

その美味なこと。未知の玉ねぎ界に迷い込んだような感覚です。 

　また、淡路は、その豊かな自然、温暖な気候により海の幸、山の幸に恵まれています。た

こ、穴子、鯛、ビーフカツ・・・淡路の美味がつまったお弁当の販売をこのほど始めました。 

　それぞれウェスティンホテル淡路のシェフの腕が光る逸品です。ぜひご賞味

ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（穴山万里子） 

　淡路夢舞台は関西国際空港建設のた
めに土砂を採取した跡地に自然を取り戻
そうというプロジェクトですが、特に、国際会
議場はコンクリートなど無機的な素材で造
られたにもかかわらず、不思議とあたたか
みがあります。 
　皆さまに、ご満足いただける国際会議場
を目指し、がんばりますので、ぜひ、足をお
運びください。 

　４月から西田の後任として兵庫県国際
局から参りました。私の夢は、淡路島の国
際会議場に大勢の方にお越しいただき、
夢舞台でいろいろな交流が進み、兵庫・淡
路から世界に向かって情報発信させること
です。 
　皆様に喜んでいただける会議場を目指
しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会議支援課長　大原　祐介 

副館長　川鍋　彰男 

　5月に入社しました会議誘致担当の前
田です。前職の関係で10年振りに兵庫県
に戻ってきましたが神戸、淡路島の変貌に
は驚いています。特に淡路島は明石、鳴
門大橋開通により20年前に徳島の帰省に
渋滞で丸1日要していたのが嘘のようです。
　今後私が夢舞台国際会議場の営業で
お伺いした折には宜しくお願いします。 

会議誘致担当課長　前田　伊智朗 

くす 



7月 
第30回ＢＭＳコンファレンス 
大阪医科大学放射線医学教室同門会 
地域創造ネットワーク会議 
電子情報通信学会ソフトウェアサイエンス研究会 
第２回国際21世紀COE自然共生化学会議 
煎茶松風清社松風会野外研究会 
CREST&QNN’03ジョイント国際ワークショップ 
第２５回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム 
免疫サマースクール2003 
2003 iEARN国際会議 in Japan 
第４１回触媒研究懇談会 
8月 
第4回アジア太平洋フォーラム・淡路会議 
Endoscopy Forum JAPAN 2003 
第１４回日本口腔病理学会 
第3回あわじしま感染症・免疫フォーラム 
ソロプチミスト日本中央リジョン ユース・フォーラム2003 
9月 
第3回トランスレーショナル･リサーチワークショップ 
 
 
 
バイオ・セミオーシス研究会 
JC兵庫ブロック協議会会員大会 
男女共同参画フォーラム　ｉｎ　ひょうご 
ＴＸＲＦ2003（第10回全反射蛍光Ｘ線国際会議） 
The 4th Annual Symposium Japanese Society 
for the Advancement of Women's Imaging 
国連大学グローバル・セミナー2003 
特定領域研究（A）発生システムのダイナミクス班会議 
10月 
アジア青年・建築交流会議 
Joint Agent Workshops and Symposium 2003 
阪大フロンティア環境システムプロジェクト研究会 
紫暁流日本吟奨会淡路地区本部40周年記念大会 
第５回固定チームナーシング近畿地方会 
4th JAPAN-FRANCE JOINT FORUM（JFJF'4） 

 
ＢＭＳ研究会 
大阪医科大学放射線医学教室 
産経新聞大阪本社 
大阪大学情報科学研究科 
大阪大学大学院基礎工学研究科 
煎茶松風清社松風会 
徳島大学大学院工学研究科 
大阪市立大学大学院理学研究科物質科学科 
日本免疫学会　免疫サマースクール2003事務局 
NPO法人グローバルプロジェクト推進機構 
触媒学会関西地区 
 
アジア太平洋フォーラム・淡路会議事務局 
東急観光株式会社八重洲支店 
大阪大学大学院歯学研究科 
大阪大学微生物病研究所 
国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン 
 
6組織共催：がん分子標的治療研究会、日本
癌学会、日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、
基盤的癌免疫研究会、文部科学省｢総合がん」 
連絡先：がん分子標的治療研究会事務局 
京都大学大学院工学研究科精密工学専攻 
淡路JC 
兵庫県立男女共同参画センター 
大阪電気通信大学工学部 
神戸大学医学部放射線医学教室 
 
兵庫県国際交流協会 
徳島大学工学部生物工学科 
 
神戸芸術工科大学 
関西学院大学理工学部　 
大阪大学大学院電気工学 
紫暁流日本吟奨会淡路地区本部 
県立淡路病院 
大阪大学大学院　工学研究科　応用物理学教室 

 
075-724-7787 
0726-84-6445 
06-6343-3142 
06-6850-6570 
06-6850-5445 
06-6628-3798 
088-656-7389 
06-6605-2558 
075-751-4012 
072-688-3415 
06-6441-5531 
 
078-325-5810 
03-3231-0431 
06-6879-2892 
06-6879-8280 
075-211-1364 
 
03-3918-0111 
　   （内）4453 
 
 
075-753-5233 
0799-22-0061 
078-360-8550 
072-820-4572 
078-382-6104 
 
078-230-3260 
088-656-7528 
 
078-794-5039 
079-565-7774 
06-6879-7709 
0799-64-0025 
0799-22-1200 
06-6879-7845

館　長 

７月1日から明石海峡大橋（垂水―淡路）

の普通車通行料が往復で従来より

600円お安く、４６００円になりました。

ETC車でのご利用はさらにお得です！ 

　4月26日国営明石海峡公園で開

かれた第14回全国「みどりの愛護」

のつどいにご出席のため、皇太子

ご夫妻は25日ご来島、淡路夢舞台

などを視察されました。ご夫妻は詰

めかけた地元住民の歓迎に笑顔で

お応えになり、また、就任したばかり

の國松館長の出迎えに、温かい労

いのお言葉をかけられました。 

　皇太子ご夫妻は、天皇、皇后両

陛下お手植えの、被災地復興の

シンボルツリーをご覧になり、温室「奇跡の星の植物館」では

子どもたちによるミュージカルを鑑賞。春の海と新緑が眼下に

ひろがるウェスティンホテル淡路でご一泊されました。 
　2003年７月23日―25日に、
淡路夢舞台国際会議場で
第25回F＆NT記念シンポ
ジウムが開催されます。本
会議は、1990年の新しい
炭素系物質の発現を背景
に、大澤映二教授により開
催された第１回C60シンポジ
ウムであり、世界的にも一
番古くから始まった新炭素
系物質関連の会議です。
その後時代の進展とともに、
フラーレン・ナノチューブシンポジウムとその名称を変更して継続されてきま
した。今回第25回を迎えるにあたり、代表幹事が篠原久典教授に引き継
がれることになりました。次世代産業技術におけるナノテクノロジーの重要
性が増すとともに、新しい炭素系物質に関する研究開発への期待は日々
刻 と々増加しています。この度、第25回シンポジウムを記念して、これまで
の研究会の歴史を振り返るとともに、今後の発展に向けてF&NT第25回
記念シンポジウムを開催することになりました。また、会議の前日の22日には、
大阪市立大学でもmini-Symposiumを開催することにしております。 
　５月末日に締め切られました講演募集には、講演総数168件と多くの投
稿を頂きました。研究会幹事一同、心より感謝しております。第25回記念
シンポジウムでは、一般講演以外に招待講演を8件企画しております。シ
ンポジウムでは、フラーレンおよびナノチューブを中心として合成、物性、応
用を活発に議論する予定です。また、24日夜には、記念懇親会を開催す
る予定をしております。学会への参加および懇親会ならびにmini -
Symposiumへの参加に関しましては、 
http://www.materials.sci.osaka-cu.ac.jp/F&NTsmp/index.htm
をご覧下さい。 
　末筆ですが、会議が成功致しますように皆様方のご支援を宜しくお願
い致します。 

　第１０回全反射蛍光Ｘ線国際会議
（TXRF2003）は微量分析の有力な方法
である全反射蛍光X線分析の最近の発
展を中心とした国際会議です。さらに全
反射法を利用する他のX線分析法もスコ
ープに入れ、広くX線分析一般も討論対
象としています。全反射蛍光X線分析法
は日本で提案され（Yoneda＆Horiuchi）
全世界の半導体産業でシリコンウェーハ
の表面汚染の検査に使われている方法
ですが、測定装置も日本のメーカーが中心となっています。ISOなどの国
際規格としても採用されています。半導体産業以外でも環境や考古学試
料の微量分析の有効な方法として広く使われています。X線の全反射現
象を利用する測定法は、表面や薄膜を対象として様々の分野にひろがり、
とくに放射光光源と組合せた測定法は、多層膜の構造解析や欠陥の分
析などで新しい分野となっています。一緒に行われる第３９回Ｘ線分析討
論会は、主としてＸ線分析の応用に関するもので、実用面での経験や技
術的進歩を紹介する会です。世界各国から２００人を超える参加者が予定
されています。国内からの参加も多数期待されています。メーカーの見学、
大阪でのサテライトミーティングも行われます。ぜひ皆様のご参加をお待ち
しております。 

フラーレン・ナノチューブ 
研究会代表幹事　　　　 
名古屋大学 
理学研究科・教授 

淡路夢舞台国際会議場 

組織委員長 
国立環境研究所　理事長 

第25回フラーレン・ 
ナノチューブシンポジウム 
実行委員長 
大阪市立大学 
理学研究科・教授 

23-25 Jul. 2003

15-19 Sep. 2003

13-14 Jun. 2003

　本年4月に淡路夢舞台国際会議場館長に
就任しました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
私自身、3度の兵庫県警察本部勤務を通じ兵
庫に深い愛着を持っていましたので、再び兵
庫県･淡路に勤務できます事を大変嬉しく存
じています。 
　国際会議場は設立3年を経過し、国内外の学会を中心に高い評価
を得てきており、利用率も2002年度は過去最高になったところです。特
に昨年は、W杯イングランドチームメディアセンターとして活用され、また、
リゾート＆コンファレンスの趣旨が評価されたこともあり利用が進んだもの
と考えます。今後とも皆様に愛される会議場になるため、職員一同努力
いたしますので何とぞよろしくご愛顧くださるようお願い申し上げます。 
また、私は過去3年間スイス大使を経験しています。スイスは阪神・淡路
大震災の際、いち早く救助隊を派遣していただいた国でもありますので、
今後、淡路夢舞台の場で草の根レベル、学術レベルでの交流の橋渡し
ができればと考えています。 
　今後は、淡路夢舞台において知的国際交流がますます進み、淡路
から世界に向けて情報発信がなされるよう微力ですが努力してまいる
所存ですので、皆様のご支援の程をよろしくお願い申し上げます。 

1961年警察庁入庁。 
大分、兵庫両県警察本部長などを歴任。 
1994～1997年警察庁長官。 
1999～2002年スイス大使を務める。 

國 松 孝 次  

　5月19日から1週間、岩屋中学と東浦中学の計7名の中学生が、「トラ

イやる･ウィーク」で、淡路夢舞台を訪れました。「トライやる・ウィーク」

とは学習の場を地域に移し、様々な体験活動や地域の人々とのふれあ

いを通じて生徒の心を育てようと、兵庫県下一斉に実施するもの。国際

会議場では、レイアウト変更や茶室池の清掃、部屋前表示の作成など

を体験してもらいました。机上の学習から離れた活動に、生徒からは「大

変だったけど勤労の尊さが分かりました」など、感想が寄せられました。 

本州四国連絡橋公団提供 

※ 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。 

スウェーデンの音楽療法レクチャーと 
知的な障害をもつ子どもの「ラムセバンド」 
ヴァイオリンコンサート 

花祭り２００３ 
コンテナガーデンコンテスト表彰式＆ 
オランダフラワーショー　 
オープニング記念講演 

津名ライオンズクラブ設立25周年記念式典 

第16回 近畿女性施設長フォーラム 

ＩＣＳ/ＩＳＦ ２００３年総会 

世話人 
産業技術総合研究所 
人間系特別研究体　副系長 

　本研究会は、30年以上前に、ビタミン
B6を補酵素とする酵素を研究している研
究者間の討論、情報交換、親睦を目的と
して、阪大名誉教授の和田博先生らが
つくられた会で、数年前から討論対象を
酵素一般に拡大して行われているもので
す。本年は、残念ながら和田先生には体
調の関係でご参加いただけませんでしたが、
創設メンバーである、福井俊郎阪大名誉
教授、左右田健次京大名誉教授、鏡山
博行大阪医大教授のご参加を頂き、約
70名の参加を得て6月13日、14日に開催

することができました。 
　ゲノムDNA情報は次々に明らかになっていますが、その情報に従って
つくられ、生命活動を支えている酵素についての解明はまだまだこれから
です。本研究会では、酵素研究の第一線の研究者がつどい、和気あいあ
いとした中にも緊張感のある討論ができたと思います。研究の発展のため
には、大規模な学会のように形式的なものでなく、本音で問題点を討論で
きる場が必要ですので、その意味で本研究会は大変有意義なものと思い
ます。 
　淡路夢舞台国際会議場は、本研究会
の愛称である「楽しむ会」にふさわしい、リ
ラックスできるもので、ウェスティンホテル淡
路での懇親会や露天風呂・松帆の郷で
のアフターコンベンションを含めて、参加者
の皆様にはご満足頂ける二日間になった
のではないかと思います。 
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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。 

詳細は同財団へ。TEL ０７８－３０３－８１１１ 

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の50％を超
える割引となります。　　（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。 

写真上－五色町鮎原・春日神社
の樟若葉 

写真下－南淡町仁尾谷川の躍る
青葉若葉 

　緑陰が恋しい季節となりました。いかがお過ごしで

いらっしゃいますか。 

　秋に植えられ、春に収穫、小屋で寝かされ甘みをました玉ねぎが、いよいよ出荷される

時期でもあります。淡路島のブランド作物「玉ねぎ」。１００年の歴史と全国第２位の生産量

を誇ります。淡路にお越しの際にはぜひ味わっていただきい私のイチオシ商品をご紹介。

“淡路オニオンブレッド”です。白いパン生地に茶色く色付いた玉ねぎが散りばめられて、

まるで白肌にそばかすを思わせる素朴で愛嬌のあるお顔立ち、さらに漂う甘美な香りが嗅

覚をくすぐります。口にすると、自然の甘み、そして独特のほろ苦い味わいがひろがり、ふぅ・・

その美味なこと。未知の玉ねぎ界に迷い込んだような感覚です。 

　また、淡路は、その豊かな自然、温暖な気候により海の幸、山の幸に恵まれています。た

こ、穴子、鯛、ビーフカツ・・・淡路の美味がつまったお弁当の販売をこのほど始めました。 

　それぞれウェスティンホテル淡路のシェフの腕が光る逸品です。ぜひご賞味

ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（穴山万里子） 

　淡路夢舞台は関西国際空港建設のた
めに土砂を採取した跡地に自然を取り戻
そうというプロジェクトですが、特に、国際会
議場はコンクリートなど無機的な素材で造
られたにもかかわらず、不思議とあたたか
みがあります。 
　皆さまに、ご満足いただける国際会議場
を目指し、がんばりますので、ぜひ、足をお
運びください。 

　４月から西田の後任として兵庫県国際
局から参りました。私の夢は、淡路島の国
際会議場に大勢の方にお越しいただき、
夢舞台でいろいろな交流が進み、兵庫・淡
路から世界に向かって情報発信させること
です。 
　皆様に喜んでいただける会議場を目指
しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会議支援課長　大原　祐介 

副館長　川鍋　彰男 

　5月に入社しました会議誘致担当の前
田です。前職の関係で10年振りに兵庫県
に戻ってきましたが神戸、淡路島の変貌に
は驚いています。特に淡路島は明石、鳴
門大橋開通により20年前に徳島の帰省に
渋滞で丸1日要していたのが嘘のようです。
　今後私が夢舞台国際会議場の営業で
お伺いした折には宜しくお願いします。 

会議誘致担当課長　前田　伊智朗 

くす 




