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あわじ花の歳時記園
（淡路市）
松林　真弘

色鮮やかな花と緑
輝く海に囲まれた
淡路島より
今年の夏も
多彩に
情報発信！



淡路島は、東に大阪湾、西は瀬戸内海と海に囲まれていて
まさにマリンスポーツの宝庫。
島内最大のビーチ「慶野松原海水浴場」や、洲本市街地に
隣接する「大浜海水浴場」などは、環境省の選定する日本
の快水浴場百選にも選ばれており、関西地区では人気が
高く毎年多くの海水浴客で賑わっています。
ほかにも、お子様連れでも安心して水遊びができる遠浅の
ビーチや、地元の人が利用する小さな海水浴場など、
約20ヵ所もの海水浴場が点在しています。
さぁ、今年の夏は淡路島でマリンレジャーを楽しみましょう。

浦県民サンビーチ
「日本の快水浴場百選」にも選
ばれた快適なビーチ。
水質が良く、整備が行き届いてい
て、ゆったりレジャーを楽しめる。
公園も隣接し、パターゴルフなど
マリンスポーツ以外も楽しめる。
夢舞台からは車で５分、東浦ＩＣか
らも近い。
所在地／淡路市浦

うらけんみん

慶野松原海水浴場
「日本の渚百選」「日本の夕陽百
選」さらに、「日本の快水浴場百
選」では特選に選ばれるなど、淡路
最大の海水浴場。南北に2.5㎞続
く松原は万葉集の時代から歌に詠
まれる名勝。キャンプ場も隣接して
いるほか、ビーチバレー場などもあ
り、マリンスポーツ以外も楽しめる。
所在地／南あわじ市松帆
（写真提供：淡路島観光連盟）

けい　の　まつばら

素敵な夕日に出会えます！
淡路島の西側を走る県道３１号
線は、瀬戸内海に沈む夕陽が見
られることからサンセットラインと
名付けられ、ドライブコースとして
も人気があります。海岸や港のほ
か、「日本の夕陽百選」にも選定
されている慶野松原などの景勝
地もあり、各地で絶景の夕陽を望
むことができます。

大浜海水浴場
洲本の市街地に隣接し、白砂青
松と遠浅が特徴のビーチ。毎年
島内外から数万人の海水浴客
が集まる。南北に数百メートル続
くビーチは、波もなく穏やかで、小
さな子ども連れの家族も安心して
楽しめる。「日本の快水浴場百
選」にも選ばれている。
所在地／洲本市海岸通
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　２００９年３月２９日（日）
「ようこそ淡路島！共に築こう
輝く未来へ」のテーマのもと
開催しました。ひょうご女性
未来会議は会員が相互に
エンパワーメントしながらネット
ワーク作りや情報交換を行い、男女共同参画社会の実現に寄与
する目的で年２回開催しております。この度は淡路島で世界的
組織のもと働く女性の奉仕団体で活動しております国際ソロ
プチミスト淡路が、第１７回例会幹事として企画致しました。
　私達は人権と女性の地位向上に向けての活動の一環として
女子高校生によるユースフォーラムを『拝啓　未来の自分へ』と
題して論旨の発表と、俳優、民話研究家の山口崇氏のコーディ
ネートでパネルディスカッションを開催しました。
　当日は２００人余りの聴衆前で島内７校の生徒が現代社会の
中で人の心を支えることの重要性、将来の夢について語りました。
また会場に廃食油からの粉せっけんの作り方などの環境パネル
を展示して参加者の皆様に環境に関心を持って頂きました。
会場設置ではスタッフの皆様にお世話になりました。レセプション

ホールでの交流会も兵庫県知事
も参加いただき和やかな雰囲気
のなか情報交換が行われました。
　国際会議場関係者の方々に
は、当日大変スムーズに進めて
頂き感謝しております。有難う
ございました。

多賀の浜海水浴場
「音と光」をテーマにした海水浴
場。遠浅で、水質も県下トップレ
ベルで、ファミリーにも人気があ
る。海は消波ブロックに囲まれ、
波音も穏やかで快適。
防波堤は釣りスポットとしても楽
しめる。
所在地／淡路市多賀
（写真提供：淡路島観光連盟）

た　が　　 はま

阿万海岸海水浴場
淡路島で唯一太平洋に面したビ
ーチ。透きとおるようなマリンブル
ーの海、白くなめらかな砂浜にヤ
シの木が茂り南国ムードを演出し
ている。ビーチ内の施設も充実し
ており、若者やファミリーにも絶
大な人気を集めている。
所在地／南あわじ市阿万
（写真提供：淡路島観光連盟）
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会 議 名 主なお問い合わせ先
2009年7月～11月開催予定の主な会議一覧2009年7月～11月開催予定の主な会議一覧

The 1st International Conference of D-Amino 
Acid Research (IDAR)
神戸大学シグナル伝達医学グローバルCOE研究討論会
神戸大学膜生物グローバルCOE研究討論会
第49回日本リンパ網内系学会総会
日韓分子科学シンポジウム
免疫サマースクール2009
国際ロータリー第2680地区会員増強セミナー
International Workshop of Biofunctional 
Chemistry for Young Scientists
第6回ＴＯＳＳ伴一孝ドリーム講座ｉｎ淡路
第10回アジア太平洋フォーラム・淡路会議

2009 Journal of Experimental Biology Symposium 
Survival in a Changing World
’09酒井式レベルアップ講座in淡路
グローバルCOEサマーキャンプ2009
先端歯学スクール2009
大阪大学　VBL異分野融合研究会

The 10th Annual Symposium Japanese Society 
for the Advancement of Women's Imaging
第9回あわじしま感染症・免疫フォーラム
平成２１年度関西労働研究会夏合宿
CICP2009: Workshop for Creative and 
International Competitiveness Project
第40回日本緑化工学会大会
第18回日本小児泌尿器科学会総会

国際シンポジウム  視神経脊髄炎（ＮＭＯ）の新たな展開
第3回若手医師のための腎セミナー
Cortical Development International Conference
第11回国際下垂体病理学会
アジア青年建築交流会議
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科　博士論文中間審査会

第4回ＴＯＳＳ  Ｗ木村塾 In 淡路
第26回内藤コンファレンス
グローバルCOE 「生命原理の解明を基とする医学研究教育拠点」
社団法人日本補綴歯科学会関西支部 平成21年度年次学術大会
大阪大学蛋白質研究所報告会（仮称）
第３回日露分子スピン・分子磁性国際会議
International Symposium on Mobiligence
特定領域カーボンナノチューブ　ナノエレクトロニクス研究会（仮称）
第8回現代経済政策研究会議
MDAI 2009 (Modeling Decisions for Artificial Intelligence)

7月

8月

9月

10月

11月

京都大学原子炉実験所

神戸大学大学院医学研究科
神戸大学バイオシグナル研究センター
国立がんセンター中央病院
自然科学研究機構分子科学研究所
日本免疫学会
国際ロータリー第2680地区ガバナーエレクト事務所
大阪大学グローバルＣＯＥ

TOSS淡路キツツキ
財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構

The Company of Biologists Ltd.

TOSS淡路キツツキ
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科
東京医科歯科大学歯学部
大阪大学先端科学イノベーションセンター

JSAWI 事務局

大阪大学微生物病研究所
財団法人関西社会経済研究所
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科

兵庫県立淡路景観園芸学校
兵庫医科大学小児科学教室

近畿大学医学部神経内科
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
大阪大学大学院生命機能研究科
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
神戸芸術工科大学
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科

TOSS淡路キツツキ
財団法人内藤記念科学振興財団
京都大学グローバルCOE
社団法人日本補綴歯科学会関西支部
大阪大学蛋白質研究所
大阪市立大学大学院理学研究科
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学産業科学研究所
財団法人関西社会経済研究所
大阪大学大学院基礎工学研究科

　奈良先端科学技術大学院大学バイオ
サイエンス研究科は、平成14年に21世紀
COE、平成19年にはグローバルCOEに採択
され、バイオサイエンス研究の拠点として
様々な改革を一貫して進めてきました。これら
の中で教育支援プロジェクトの１つとして、
平成17年の夏からCOEサマーキャンプを
毎年開催しています。これは、博士後期課
程の学生が英語で口頭・ポスター発表を行う
ことにより、国際的な研究活動に必要な
研究発表の能力を養うことを目的としたもの
です。昨年も学生と教員合わせて180名が
淡路夢舞台国際会議場で２泊３日の合宿
形式の研修を行い、多くの研究発表を通じて様々な議論が交わさ
れました。このような機会は、グローバルCOEが目指す生物の
環境適応と生存戦略の理解を深める上でも非常に重要なものと
なっています。当日は国内からだけでなく、UC Davisや中国科学院
からも外部評価委員の先生方を招聘し、研究内容の議論に
加わって頂くだけでなく、この取り組み全体に対する講評も頂い
ています。これは、教員にとっても大学院教育や研究指導を
熟考する絶好の材料となっています。今年も8月26日～28日に
グローバルCOEサマーキャンプを開催します。毎年素晴らしい
研究発表の場を与えて下さる会議場のスタッフの方々に感謝する
とともに、今年もサマーキャンプを通して多くの学生が貴重な経験
を積むことを願って止みません。
http://bsgcoe.naist.jp/news/080903a.html

グローバルCOEサマーキャンプ2009
Global COE Summer Camp 2009 26-28 Aug. 2009 大継淳子ひょうご女性未来会議代表幹事

国際ソロプチミスト淡路

開催開催を終えてを終えて開催を終えて

梅田正明

奈良先端科学技術
大学院大学
バイオサイエンス研究科
教授

　平成21年9月30日（水）～10月2日（金）の3日
間の日程で、第18回日本小児泌尿器科学会総会
を開催させていただくこととなりました。
　今学術集会は「“いのちの輝き”を大切に」を
メインテーマとして、淡路夢舞台国際会議場で開催
させていただきます。
　日本の平均寿命はトップレベルとなり、さらに
乳児死亡率が世界一低い国であり、「生きる」こ
とは勿論の事、いかに“輝いて”「生きる」のかと
いう質が問われる時代となりました。その様な意味
で本学会は“いのち輝き”を手助けできる最高の
学会ではないかと考えております。“いのちの
輝き”のためには、泌尿器科、小児外科、小児科さらに産科など複数科
の知識や価値観の共有が不可欠であります。リゾート感あふれる淡路
夢舞台国際会議場で、未来の子供たちのために、ホットなディスカッショ
ンを望んでおります。
　最後に学会員の皆様方、また本学術大会開催にご協力いただいた
各企業の皆様方、淡路夢舞台国際会議場のスタッフの皆様方および
関係諸氏に心より御礼申し上げます。

第18回日本小児泌尿器科学会総会
30 Sep.- 2 Oct. 2009

谷澤隆邦

兵庫医科大学　
小児科
教授

※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。

第17回ひょうご女性未来会議 29 Mar. 2009

第8回日中乱流ワークショップ（中日湍流会議）
6-9 Apr. 2009

3月～6月に
開催された主な会議

開催に寄せて開催に寄せて開催に寄せて
　この会議は、1994年に組織された
乱流研究者グループによって運営
され、概ね2年に1回、最近は日中で
交互に開催されています。毎回の
オーガナイザーによって双方から10
名程度が選抜され、1件あたり40～
50分の発表時間を割り当てて少人
数で掘り下げた議論が行われます。
当該分野の発展に寄与するだけで
なく、若手や新規分野からの参入を
促しながら、研究コミュニティを形成
しています。今回の担当は、中国側が北京航空航天大学のLu教授、
日本側が梶島でした。
　代表者にとっての最重要課題は会場の選定でした。というのも、第7回
は安徽省の世界遺産、黄山で行われたからです。世界遺産としては
姫路城にアクセスがよく、前回の深山幽谷に対して今回は海を臨める
場所で、何よりも鳴門の渦は「乱流」研究には必須というわけで、これらの
欲張った条件を満たす唯一の場所として淡路島に決めました。桜が満開
という時期も申し分なく、おそらく参加者の心掛けも良く、討論会も付随
行事もパーフェクトな4日間となりました。
　翌朝、参加者を送り出した後で松帆の郷に立ち寄り、成功の充実感に
ひたりながら明石海峡大橋を眺めつつ温泉につかり、心身の疲れを癒して
から橋を渡りました。
　なお、本会議は日本学術振興会と中国国家自然科学基金委員会を

通して二国間交流事業の枠組みで
行われ、兵庫県国際交流協会、
生産技術振興協会からも支援を
いただきました。加えて会議場スタッフ
のサポートもたいへん的確でした。
関係各位に感謝申し上げます。

　利蓬

北京航空航天大学
能源与　力工程学院
教授

梶島岳夫

大阪大学大学院
工学研究科　　
教授

ITあわじ会議（3月）

第21回フォーカシング国際会議（5月）

CREST神経科学国際シンポジウム（6月）

MORIS2009（6月）

自然治癒力学校設立記念オープンセミナー（3月）

第9回新生児栄養フォーラム（5月）

第32回日本顔面神経研究会（6月）



　皆様はじめまして。４月より当会議場にて誘致を担
当させていただいております小早川と申します。この
度、当職に就かせていただくにあたり、ご挨拶と自己
紹介をさせていただくことになりました。どうぞよろしく
お願い致します。
　私は以前より趣味としてアオリイカ釣りをしており、
会議場のある淡路島にはよく訪れておりまして、シー
ズンには毎週淡路に通うという生活をしておりました。
淡路島は神戸から近い上、釣り人が比較的少なく、かつ、よく釣れるという、
釣り人にはかなりの好条件が揃っています。また、本土と違い景色も良いの
で、ちょっと足を伸ばしただけで遠出した気分が味わえるので、得した気分
になります。
　いつも私が通勤で通っております明石海峡大橋は世界最長の吊り橋
で、全長は３９１１メートル。ですが海という視点で見る海峡としての幅は狭
い部類で非常に潮流が早く、また、通行する船舶も多く、難所となっていま
す。その激流のおかげで海の幸が豊富で昔からタイ、タコ、いかなご等は特
に有名です。そんな明石海峡に船酔いを我慢して浮かぶようになり、はや３
年。最近はジグ(鉛製の魚に似せた疑似餌)を使用するジギングという舟釣
りに興じています。ターゲットはハマチ、カンパチ、マダイ、タチウオ、サゴシ(サ
ワラの子)など、季節によって釣りモノは違いますが様々な魚が釣れます。一
度自分で釣った新鮮な魚を味わうとスーパーで買った刺身との違いを感じ
てしまい、ますます釣りに行ってしまいます。大漁の日にはご近所にもお裾
分けすると大変喜ばれます(釣果自慢もでき、一石二鳥です)。しかし、この
ジギングという釣り、けっこう体力勝負です。ポイントに着くとジグを海底まで
沈め、竿を上下に振りながらリールで糸を巻きジグにアクションをつけて魚を
誘うという釣りなのですが、道具自体も重くまた水圧を受けたジグを巻き上
げる際の抵抗も強く、最初のうちは３時間程で両腕が悲鳴をあげる始末で
した。これでは釣りにならないと思い、そこからは体を鍛えるべく毎晩筋トレを
行い、しばらくしてやっと一日中普通に釣りを楽しめるようになりました。そん
な私の次なる課題は釣った魚の解体と調理です。同行している釣り仲間
は皆料理も得意で、やはり釣った魚はおいしく頂くまでが釣りの楽しみかな
と思うようになり、自分で包丁を握るのですが、どうも身が小さくなってしまっ
たりうまくいきません。釣果は運も作用して思わぬ好結果を生んだりします
が、調理は練習あるのみだと痛感しております。
　皆様のところへお伺いした際は会議のお話とともに、釣りの話題でも盛り
上がりたいと思っております。どうか宜しくお願い申し上げます。

淡路夢舞台国際淡路夢舞台国際会議場のスタッフ紹介会議場のスタッフ紹介淡路夢舞台国際会議場のスタッフ紹介
誘致担当誘致担当

　梅雨時期の代表的な花であるあじさい。その名は「万
葉集」にも出ており、当時のあじさいはガクアジサイであっ

たと考えられています。ガクアジサイとは、あじさいの原型で、中心の小さい両性花とまわ
りの大きな装飾花からなりたっています。私たちがよく目にする園芸用の球状のあじさい
は、そのガクアジサイを改良した西洋アジサイで、花びらのように見えるのは萼といって、
咲き始めは白色ですが、土壌の酸度などによって色が変化していきます。土壌が酸性

だと青くなり、アルカリ性だと赤くなるそうです。日本の土壌はもともと酸
性のため、日本原産のあじさいには青色が多いのだとか。日ごと
に色が変化していくため「七変化」ともいわれるあじさいは、清
楚で存在感があり、島内の山あいでも色鮮やかなすがたを見
ることができます。自然豊かな淡路島より皆様のお越しをお
待ちしております。（川東）

※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。

メ イ ン ホ ー ル

会 議 室 名 称会 議 室 名 称
利 用 料 金（ 円 ）利 用 料 金（ 円 ）

イベントホール

A
B

アンフィシアター

311
301
405
A
B

580

面積面積
（㎡）（㎡）

481
275
127
258
179
173
91
90
10

90,000
75,000
45,000
22,000
44,000
15,000
15,000
8,000
18,000
3,000

120,000
100,000
60,000
30,000
58,000
20,000
20,000
11,000
24,000
3,000

209,000
９時～12時９時～12時 13時～17時13時～17時 9時～17時9時～17時９時～12時 13時～17時 9時～17時会 議 室 名 称

利 用 料 金（ 円 ）面積
（㎡）

174,000
105,000
51,000
101,000
35,000
35,000
18,000
42,000
5,000

レセプション
ホール
会
議
室

茶
室

中国自動車道

舞鶴自動車道

名神高速道路名神高速道路名神高速道路

阪神高速湾岸線阪神高速湾岸線阪神高速湾岸線

阪神高速北神戸線阪神高速北神戸線阪神高速北神戸線

神戸淡路鳴門自動車道神戸淡路鳴門自動車道神戸淡路鳴門自動車道

播但連絡道路

山陽自動車道

福崎福崎福崎

JR姫路JR姫路JR姫路

姫路JCT

新幹線新幹線新幹線
JR加古川JR加古川JR加古川

三木JCT

吉川JCT

神戸
JCT 西宮・

山口JCT

布施畑JCT布施畑JCT
伊川谷JCT伊川谷JCT

垂水JCT垂水JCT
JR西明石JR西明石

布施畑JCT
伊川谷JCT

垂水JCT
JR西明石

明石港明石港

JR新神戸JR新神戸JR新神戸

JR舞子JR舞子JR舞子

大阪国際空港

吹田IC・JCT吹田IC・JCT吹田IC・JCT

JRJR
新大阪新大阪
JR
新大阪西宮西宮西宮

JR大阪JR大阪JR大阪

J
R
天
王
寺

J 　 R
新 幹 線
高速道路
航 路
リムジンバス
ポートライナー

東浦IC東浦IC

北淡IC

津名一宮IC津名一宮IC

洲本IC

西淡三原IC西淡三原IC

淡路島南IC淡路島南IC

鳴門北IC鳴門北IC

鳴門IC鳴門IC鳴門IC

Ｒ11

Ｒ28

大鳴門橋大鳴門橋

東浦IC

津名一宮IC

西淡三原IC

淡路島南IC

鳴門北IC

徳島空港徳島空港徳島空港

大鳴門橋

明石港

淡路夢舞台淡路夢舞台淡路夢舞台

明石海峡大橋明石海峡大橋明石海峡大橋
岩屋港淡路IC淡路IC淡路IC

阪神高速神戸線阪神高速神戸線阪神高速神戸線
JR三ノ宮JR三ノ宮JR三ノ宮

神戸空港神戸空港神戸空港

関西国際空港関西国際空港関西国際空港

運賃、時刻表等、詳細はHPをご覧ください。
http://www.yumebutai.org

■交通アクセス■

小早川　剛小早川　剛誘致担当 小早川　剛

大
阪
駅

明
石
港

岩
屋
港

舞
子
駅

徳
島
市
内

西
明
石
駅

大
阪
国
際

空
港

関
西
国
際

空
港

東
浦
Ｉ
Ｃ

JR45分（快速）

JR
20分

バス20分

地下鉄
3分

JR
10分

バス45分
（新神戸発・三宮経由）

バス15分

バス40分

神
戸
空
港

ポートライナー
18分

新幹線

リムジンバス65分

リムジンバス90分 車10分

高速艇15分
フェリー20分

バス
10分

バス95分（舞子で乗換）

（快速） （快速）

■公共交通機関■
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駅
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夢

舞

台
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宮　

駅

新型インフルエンザ  兵庫県で「安心宣言」
　兵庫県では、神戸市を中心に感染が広がっておりました新型インフル
エンザについて、集団的な感染がほぼなくなったとして、６月３日に兵
庫県庁より「ひょうご安心宣言」が発表されました。当会議場では、今
回の新型インフルエンザの発生を受けて、館内各所に消毒用アルコー
ルの設置、共用部分の拭き取り消毒の実施、マスクの備蓄、非接触式
体温計の導入、危機管理マニュアルの整備など、衛生管理の強化等に
努めてまいりました。今後につきましても、皆様に安心してご利用いた
だけますよう、状況に応じた対応を適宜実施してまいります。
　詳しい取り組み内容は、下記のホームページに写真付きにて掲載して
います。
http://www.yumebutai.org/emergency/taiou.pdf

■ご利用にお得な制度■

（財）兵庫県国際交流協会の国際会議開催助成金
（財）中内力コンベンション振興財団の助成金
「ウェスティンホテル淡路」ご利用時のコンファレンスレート
詳しくはお問い合わせ下さい。
　　　　　　　　淡路夢舞台国際会議場　TEL：0799-74-1020

■ご利用料金（税込）■

明石海峡大橋を経由し、明石海峡大橋を経由し、
車で大阪から60分、神戸から30分車で大阪から60分、神戸から30分
（淡路I.C、東浦I.Cから車で5分）（淡路I.C、東浦I.Cから車で5分）

明石海峡大橋を経由し、
車で大阪から60分、神戸から30分
（淡路I.C、東浦I.Cから車で5分）

あ と が きあ と が き

がく


