
写真― 

淡路島・東浦から臨む 
大阪湾の「日の出」と「祥雲」 



1月 

国際酸素活性種金属錯体会議（ISAOC2004） 

赤ちゃんの幸せのための第二回アメリカ・中国・

日本三ヶ国国際学術会議2004 

安全衛生トップセミナー 

第3回DM・Educator勉強会 ～夢舞台meeting～ 

人工衛星による災害の監視・予測・軽減に関する

国際シンポジウム 

ALOSプロジェクト国際シンポジウム 

第1回伴一孝ドリーム講座 in 淡路 

2月 

第2回マイクロ化学プラント国際ワークショップ 

真宗大谷派近畿連区坊守会　一泊研修会 

大阪大学産業科学研究所21世紀COEナノバイオ

グループシンポジウム 

Toastmasters Division C Officers Training 

3月 

The Second IEMC in 2004 

淡路地区商工会青年部連絡協議会（仮称） 

早稲田大学大学院情報生産システム研究科和多田研究室 

第17回 ＩＥＥＥ ＩＣＭＴＳ 2004 

（マイクロエレクトロニックスのテスト構造に関する国際学会） 

平成15年度一東書道会理事会 

4月 

兵庫大学短期大学部美術デザイン学科フレッシュマンキャンプ 

RADS2004 

Japanese-German Symposium on Peptide Chemistry 

ICG-EAC 2004 Yumebutai 

5月 

神戸親和女子大学福祉臨床学科親和行事 

21世紀COEプログラム「フロンティアバイオデンティストリーの創出」 

2004 Spring Toastmasters Convention 

 

第2回肺機能イメージング国際ワークショップ 

第4回新生児栄養フォーラム 

 

大阪大学大学院工学研究科 

国際育児幸せ財団、アップリカ育児研究会 

 

中央労働災害防止協会 

大阪糖尿病協会顧問医会 

京都大学防災研究所 

 

JAXA 

南淡町立賀集小学校 

 

京都大学大学院工学研究科 

真宗大谷派　浄泉寺 

大阪大学産業科学研究所　真嶋

哲朗 

トーストマスターズ ディストリクト トレジャラー 

 

大阪大学大学院知能機能創成工学 

津名郡商工会事業センター 

早稲田大学大学院情報生産システム研究科 

財団法人日本学会事務センター関西 

 

一東書道会 

 

兵庫大学学生センター　学生課 

神戸大学工学部建築学科 

株式会社ペプチド研究所 

三菱重工業株式会社　原子力機器設計部 

 

神戸親和女子大学福祉臨床学科 

大阪大学大学院歯学研究科 

トーストマスターズ・インターナショナル 

ディストリクト76 

神戸大学医学部放射線医学教室 

兵庫県立こども病院 
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　２００４年３月２２日から２５日に、淡路夢舞台国際会議場にて、第
１７回 ＩＥＥＥ ＩＣＭＴＳ ２００４ が開催されます。この学会はマイクロ
エレクトロニックスのテスト構造に関する国際学会です。米国、欧
州と日本が交互にホストとなり開催されています。３年に一度、日
本がホスト国となります。今回は日本での開催第５回目です。２２日
(月）の第１日目はチュートリアルではじまり、ＣＤ測定、ＴＣＡＤ、半
導体デバイスの素子のパラメータの抽出、ＳＯＩやＲＦなどその特
性向上と歩留まりアップを目的としたテスト構造にかかわる基礎と
応用に関して講義を予定。 
　世界的に著名な第一線で活躍される技術者の方々による講
義セッションが終日開催されます。２３日から２５日の３日間の本会議
では、さらに各テーマで掘り下げ、実践と応用に力をおき、５３件の
論文の発表があります。また招待講演を５件予定。米国から
Dr.R.Ashton、ベルギーからProf.W.Sansen、台湾からProf.S.Chung、
それに高木東京大学教授と三浦広島大学教授の、５名の世界
的に著名な方 を々お招きして、半導体ＬＳＩの微細化、高集積化
にともない、ますます、その重要性が増すテスト構造に視点をおき、
日米欧の技術者がより密接に議論意見交換する場を提供いたし
ます。ぜひ、皆様多くの方のご参加をお待ちしております。 

　「美しい島の中の会議場」から新年のお慶びを申し
上げます。 
　2000年3月の淡路花博と同時に開業して以来まもな
く5年目を迎えますが、全国から世界から多くのお客様
をお迎えできましたことは、職員一同の喜びであります。 
　山の緑と海の青が見事に調和した「夢の舞台」に
近づきつつあります。都市型の国際会議場とは一線
を画した質の高い中規模の会議場を目指す私たちの
気持ちは実現に向かっています。 
　4年間で1500件を越す会議を経験させていただきま
した。会議を誘致する職員、会議を支援するコンファレ
ンスコーディネーターも経験を積み、どのような会議でも
ご満足いただけるサービスを提供できるまで成長してい
ます。 
　隣接する「ウェスティンホテル淡路」もコンファレンスホ
テルとして、またリゾートホテルとして最高級の評価を
いただいています。今後ともお客様にご満足いただけ
る会議場であるために、職員一同懸命の努力をいたし
ています。 
　新年に当たり皆様のご健勝と 
一層のご愛顧をお願い申し上げます。 

※ 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。 

兵庫県立淡路夢舞台国際会議場 

館　長 

　2004年4月11日から13日までの3日間、 
淡路夢舞台国際会議場において、室内音響国際シンポジウム
（International Symposium on Room Acoustics: Design and 
Science, RADS2004）が開催されます。これは、室内音響学に
関する学術研究交流を目的とするものです。室内音響学とは、
音楽ホールに代表される建築室内の音響設計の基礎となる学
問ですが、室内音場の予測・解析とその心理評価、さらに所望
の音場を実現するための音響材料などの基礎分野を含む、広
範な学術領域です。このシンポジウムでは、その名称に「Design 
and Science」とあるとおり、Science＝科学としての基礎研究だ
けでなく、Design＝設計、すなわち実際の音楽ホール設計に関
する最新の事例や竣工報告、パネルディスカッションも含んでお
り、ユニークな内容となっています。また、もうひとつユニークな
点は、口頭発表は約20件の招待講演のみとし、一般論文はす
べてポスター発表としていることです。これは、ポスター発表が
上に述べたような設計例の紹介に優れていることや、時間の制
約を受けずに自由に討論・情報交換ができるためで、リラックス
した雰囲気の中で研究者相互の交流に主眼を置く本会議の
趣旨に基づくものです。室内音響学に特化した国際会議とし
ては約10年ぶりの企画であり、成果が期待されています。 

ITあわじ会議 

第６回日・韓・中国際ランドスケープ専門家会議及びシンポジウム 

日本伝道隊100周年記念大会 第1回生命化学国際シンポジウム～温室パーティー～ 

第21回日本脳腫瘍学会～ポスターセッション～ 

　平成15年11月20日から22日までの3日間、上記の学会を主催しました。
これは日本小児外科学会の秋のシンポと他の５つの研究会を合同で開
いたものです。主催者の一番の心配は会場へのアクセスでした。このた
め早くから学会のウェブサイトや抄録集に、バス、JRなどの時刻表を掲載
して、学会への足の心配をなくすようにしました。宿泊では参会者を400
人と予想していたので、ウェスティンホテル淡路だけでなく、神戸市のホ
テルも用意しました。実際にはウェスティンの宿泊者は150名位でした。 
　夢舞台を会場に選んだ理由は、参会者にリゾート気分になってもらい、
学会を楽しんでもらおうと思ったからです。しかし、演題が188題も集まっ
て、釣りやテニス、観光を楽しむ余裕はありませんでした。ここで学会を
するなら、勉強は午前中にして、午後は淡路島を皆で楽しむ計画を立
てることをお勧めします。 
　出席者の感想を聞いてみると、遠隔地からはバス、電車の乗り換えが
多く時間がかかること、近畿圏からの車による日帰りでは、明石大橋の

通行料が高いという苦情で
した。しかし、夢舞台の会場
設備は素晴らしく、ホテルも
ゆったりとして豪華で満足
のゆくものでした。ここで学
会をして良かったと思って
います。 

兵庫県立こども病院外科部長 

20-22 November  2003

22-25 March  2004

ＩＥＥＥ ＩＣＭＴＳ２００４ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｃｈａｉｒ 
ソニー（株）主幹技師　ＳＳＮＣ Ｆｅｌｌｏｗ 

11-13 April  2004

実行委員長 
神戸大学工学部教授 

　国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）が発表した2002年国際会議統計におい

て、淡路夢舞台国際会議場の国際会議開催件数が39件、国際会議場

の中で第7位となりました。お陰をもちまして、会議件数、順位とも、昨年の

8位を上回る結果を頂戴しました。 

　上位を都市型会議場が名を連ねる中、淡路夢舞台国際会議場は「リ

ゾート＆コンファレンス」をコンセプ

トとするワン・アンド・オンリーの会

議場。これからも当会議場の独自

性を活かし、皆様にご愛顧いただけ

ますよう努めてまいります。これから

もよろしくお願い申しあげます。 

　12月9日から10日、東京国際フォーラムにて開催

された「第13回国際ミーティング･エキスポ（ＩＭＥ2003）」

に、淡路夢舞台国際会議場が今年も出展、隣接

するウェスティンホテル淡路とともに

淡路夢舞台を熱くＰＲしました。 

　ＩＭＥ2003は「コンベンションによる

日本経済・地域経済の再生」をテー

マとするトレードショーで、86の団体・

企業が出展、2,266名の来場者があ

りました。ブースには商談の機会にと

訪れたお客様、自然美あふれる環境

や最先端の設備、根強いベッカム人

気に引き寄せられたお客様などで賑

わいました。 

 

空
か
ら
サ
ン
タ
が
、海
か
ら
イ
ル
カ
が
。
夢
に
彩
り
に
満
ち
あ
ふ
れ
ま
し
た
。 

夢
舞
台
へ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ロ
ー
ド
で
す
。 



　新春の候、格別の寒さに見舞われていますが、皆様風邪など召されてい

ませんでしょうか。たまに｢淡路島って寒いのでは？｣と尋ねられることがありま

す。「いいえ、むしろ暖かいくらいで」。淡路は年間を通じて降水量の少ない、

温暖な瀬戸内海気候に属します。 

　その淡路で、ひと足早い春の前触れを感じていただけるスポットをご紹介

します。淡路の二大水仙郷「立川水仙郷」と「灘黒岩水仙郷」。淡路夢舞

台から車で１時間あまり、島の南岸に切り立つ斜面にレモンイエローの花々

が広がる幻想的な世界です。見渡す限りの山肌を鮮やかに埋め尽くす、そ

の色、その香り、その曲線美。見る者をうっとりさせる魅惑の花、「水仙」の乱

舞。その花言葉は「うぬぼれ」、学名は「Narcissus」ですって。 

　皆様も、甘い香りに誘われるまま足を運んでみては、春の足音きっと聞こえ

てくるのではないでしょうか。（穴山　万里子） 


