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開催に寄せて
◆ 特定領域研究「植物メリステムと器官の発生を支える情報統御系」
　 平成 24年度研究成果報告会

淡路夢舞台国際会議場
国際会議開催件数　12年連続上位を記録！
JNTO（日本政府観光局）2011年統計発表

開催を終えて
◆ ADB-Japan New and Renewable Energy Seminar for 
　South and  South East Asian Countries
◆ 第 50 回作業療法全国研修会
◆ The 14th International Conference on Precision Engineering （ICPE）
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40種約700株のクリスマスローズが見頃です
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国際会議件数
１２年連続全国上位を記録！

　｢国生み神話｣の島　淡路島より
新年のお慶びを申し上げます。
　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。昨年は京都大学山中伸弥教授がiPS細胞
の開発によりノーベル医学生理学賞を受賞されるという嬉しいニュースに日本中が
沸きました。世界トップレベルの研究者をお迎えし、あらゆる分野の研究発表・議論、
情報交換の場を提供する私どもとしましては、会議に適した環境を整え、有意義な
会議の開催をお手伝いさせていただくことで、社会を支える諸分野の発展に微力
ながら貢献することができればと意を新たにしております。昨年7月には、地元淡路
市からの申し入れを受け、大規模災害で淡路市庁舎や市の防災センターが使用
できなくなった場合に、当会議場の一部を市の災害対策本部として利用する協定
を結びました。県立施設として、地域の皆様のお役に立てることを嬉しく思います。
　淡路島は豊かな自然環境に囲まれ、国生み神話にまつわる深い歴史と文化
を有する島です。古来より朝廷に食材を献上した「御

み

食
けつ

国
くに

」とよばれるように、
四季を通じて豊富な食材に恵まれています。併設のウェスティンホテル淡路や
夢舞台施設内にあるレストランでも、淡路の特産物を活かした料理を提供しており、

淡路の旬の味覚を堪能いただけます。
　県立淡路夢舞台温室「奇跡の星の植物館」や隣接
する国営明石海峡公園では、四季折々のイベントが開
催され、ますます見所が充実してきております。会議場を
ご利用いただく皆様にも是非足をお運びいただき、淡路
夢舞台全体を楽しんでいただければと思います。
　本年も皆様にお喜びいただける会議場であるため、
全力を挙げてまいる所存でございますので、一層のご
指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。末筆
ながら、新年を迎え、皆様のますますのご発展とご健勝
を祈念いたしております。

兵庫県立
淡路夢舞台国際会議場
館　長

新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶

髙野幸二郎　
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会 議 名 主なお問い合わせ先

戦略的創造研究推進事業さきがけ「革新的次世代デバイスを
目指す材料とプロセス」第11回領域会議
特定領域研究「植物メリステムと器官の発生を支える情報統御系」
平成24年度研究成果報告会
「日本税法学会創立60周年記念」関西地区研究会
新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー：拡大する蛋白質制御
システム」第1回領域班会議

一般社団法人日本粉体工業技術協会 2012年度第3回電池製造技術分科会
骨とＣａクラスター・ミニリトリート
第7回順心会・のじぎく福祉会研究交流会
新学術領域研究「三次元構造を再構築する再生原理の解明」領域班会議
第2回アジアエアロビクス選手権
野村／西川ゼミ合同研究発表会

高野山金剛講兵庫連合本部移動講習・教師大会
ECHO AWAJI 2013
第8回看護診断セミナー
ITあわじ会議
2013年度 Annual Report
産学共創基礎基盤研究プログラム
国際シンポジウム グリーンアクセスの実効的保障をめざして

関西医科大学教養部合宿研修2013
京都光華女子大学心理学科新入生研修
GRENE NC-CARP シンポジウム

IMMS2013
ヘルペスウイルス研究会

新学術領域研究「ミクロからマクロへ階層を超える秩序形成ロジック」領域班会議
バイオマテリアル系電子スピンサイエンス＆テクノロジー国際会議

第15回固定チームナーシング近畿地方会
QBiC Retreat 2013
第26回 回路とシステムワークショップ

第14回アジア太平洋フォーラム・淡路会議
バイオサマーキャンプ2013

The 14th Annual Symposium Japanese Society for 
the Advancement of Women's Imaging
第9回看護診断セミナー
第13回あわじしま感染症・免疫フォーラム
第36回日本膵・胆管合流異常研究会
International Symposium on Ionic Polymerization 2013

独立行政法人科学技術振興機構

文科省特定領域研究班

日本税法学会

京都大学大学院医学研究科

電池製造技術分科会
徳島大学
特定医療法人社団順心会
京都大学大学院理学研究科
全日本アマチュアエアロビクス連盟
神戸市立外国語大学

高野山金剛講兵庫連合本部
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
関西看護医療大学
兵庫県
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科
京都府立医科大学大学院医学研究科
大阪大学大学院法学研究科グリーンアクセスプロジェクト

関西医科大学
京都光華女子大学心理学科　
神戸大学大学院工学研究科

同組織委員会
神戸大学大学院医学研究科

東京大学大学院理学研究科
SEST（電子スピンサイエンス・スピンテクノロジー学会）

固定チームナーシング近畿地方会
独立行政法人理化学研究所生命システム研究センター
電子情報通信学会

公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構
奈良先端科学技術大学院大学

ＪＳＡＷＩ事務局

関西看護医療大学
同実行委員会
関西医科大学附属枚方病院小児外科
イオン重合国際シンポジウム実行委員会

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

※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。

開催に寄せて

特定領域研究「植物メリステムと器官の発生を支える
情報統御系」平成24年度研究成果報告会

24-26 Jan. 2013

　特定領域研究「植物メリステムと器官の
発生を支える情報統御系（領域名称：植物
メリステム）」の平成24年度研究成果報告会を
2013年1月24日（木）～26（土）に淡路夢舞台
国際会議場にて開催させていただきます。
　本特定領域研究は、植物の発生の仕組み
を解明することを目指して、平成19年度から
6年間の予定でこれまで研究を進めてきました。
　私たちの研究目的は、植物の葉・茎・花・根など
の器官形成の源となる「メリステム」と呼ばれる
幹細胞集団が形成される仕組みや、そのメリス
テムから葉・茎・花・根などの器官が発生する仕
組みを明らかにすることです。既にこれまでの
5年間で、葉を形成する栄養成長から花を形成
する生殖成長への相転換を誘導するフロリゲン分子の作用機構や、
器官形成の仕組みの一端が解明されるなど、植物科学の分野で国
際的な成果を数多く上げることができました。このような成果が本領域
の班員と関係する多くの方々の努力とサポートによって成し遂げられた
ことを大変嬉しく思っております。今回の研究成果報告会は最終年度
の報告会であり、これまでの研究成果の総仕上げをする意味で、是非
この班会議で実りのある議論ができることを期待しています。

開催を終えて

ADB―日本南・東南アジア対象
新・再生可能エネルギー公開セミナー

18 Sep. 2012

第50回 作業療法全国研修会
29-30 Sep. 2012

The 14th International Conference on 
Precision Engineering（ICPE)

7-10 Nov. 2012

アート山10周年記念アート山10周年記念アート山10周年記念アート山10周年記念

愉快な仲間たち展 in 淡路夢舞台

2012年12月1日(土)～12月10日(月)

　日本政府観光局（JNTO）が発表した２０１１年の国際会議
統計において、淡路夢舞台国際会議場は国際会議開催件数
19件の実績を残し、全国の国際会議場のなかで第10位になり
ました。2000年の開業以来、12年連続で全国上位を維持して
おります。大都市の国際会議場が名を連ねる中、毎年このように
上位を維持できることは、ご利用いただいた大勢の皆様のおかげ
と心より感謝申し上げます。今後も快適な会議環境をご提供でき
るよう努めてまいりますので、引き続きご愛顧いただきますよう
お願い申し上げます。

国際会議件数
１２年連続全国上位を記録！

町田泰則

特定領域研究
「植物メリステムと器官の
発生を支える情報統御系」
領域代表

名古屋大学大学院
理学研究科 
特任教授・名誉教授

　展示会初日には、淡路夢舞台とアート山美術
館を結ぶ遊歩道の入口に完成したモニュメントの
お披露目式が行われました。アントニオ・ガウディを
彷彿とさせる石造りの塔は、淡路夢舞台の設計者で
建築家の安藤忠雄氏が昨年2月にアート山美術
館を初訪問した際、手造りの芸術空間に感動
したことをきっかけに発案し、大石画伯がデザイン、
夢舞台と美術館の共同事
業として大石画伯をはじめと
するスタッフ、ボランティアの
方々が作り上げたもので
す。名前は「夢・アート・しあ
わせの鐘」。登頂部には可
愛らしい鐘が付いています。
夢舞台へお越しの際はぜひ
一度足をお運び下さい。

　ADB―日本南・東南アジア対象
新・再生可能エネルギー公開セミナー
は、資源エネルギー庁、日本エネルギー
経済研究所、アジア開発銀行、
Regional Task Forceによる共同主
催、関西経済連合会による共催、新
エネルギー・産業技術総合開発機構
による後援の下、9月18日に淡路夢舞台国際会議場で
約60名の参加者を得て開催されました。
　南アジアおよび東南アジアの計10カ国より、新・再生可能
エネルギー技術やスマートグリッドを利用促進する立場にある
各国政府・電力会社より23名を招聘、我が国からこの分野に
おける政策・施策・技術面での現状と展望について講演し、
招聘主要国からはスマートグリッドを含めた新・再生可能エネ
ルギーの実証試験やプロジェクト
の進捗状況について講演して頂
き、その後活発な意見交換が行
われました。また、昼食時には
ウェスティンホテル淡路へ会場を移
し、ネットワーキングランチと称して
招聘者と日本関係者間のビジネス
マッチングの場を提供しました。
　国際会議場ならびにホテルの
素晴らしい環境、設備、食事そして
丁寧な対応に対しては、招聘者
全員から感嘆の声を頂き事務局
としては光栄の至りであり、淡路
夢舞台の皆様に感謝する次第
です。この場をお借りし、改めて
お礼申し上げます。

　本研修会は、一般社団法人日本作業療法士協会が主催で毎年
全国の2会場にて開催されています。本年度のテーマは「作業は人を
元気にする」であり、兵庫県と岩手県での開催となりました。兵庫会場は
淡路夢舞台国際会議場にて9月29日～30日に行われました。運営は、
兵庫県の作業療法士会が協力をさせていただきました。プログラムは
生活を支援する作業療法士の技術に関する16講座（講演を含む）
で、全国より500名を超す作業療法士の参加がありました。若い作業
療法士の参加も多く、知識や技術の研鑽の機会となり、当日は台風接近にもかかわらず盛会
となりました。また、公開講座では、近年の高齢社会における早急な課題とされる認知症を取り

巻く課題として「認知症に対するリハビリテーション～生活
機能向上に対するアプローチ～」を取り上げました。作業
療法士は、リハビリテーションの専門職種の一つでありま
すが、その活動領域は、保健・医療・福祉と多様であり
様々な分野に拡大しています。作業療法士が皆様の
ニーズに応えられるためには、様 な々関係者と連携しながら

生活を支援するための実践と研究についてより一層の努力が必要と考えます。
　兵庫県でも景観の良さを誇るこの淡路島でいつか研修会を開催したく考えていました。
また、懇親会は、ウエスティンホテル淡路で兵庫県のグルメを味わうことができ、参加者からは
大満足の声が聞こえてきました。今回、円滑な運営ができましたのは、準備から当日の開催まで
会場関係者のご協力が素晴らしく、快く様々な対応をしていただきましたお陰です。最後に
なりましたが、本研修会が無事終了できましたことを関係の皆様方に深く感謝申し上げます。

　ICPEは精密工学会が主催する国際会議であり、
1974年東京での第１回大会から過去３０年間、
国内で１１回､海外２回の開催実績を持っています。
本会議は、精密計測､精密加工､機械要素､メカトロ

ニクスに関する最新研究・技術について国内外の研究者・技術者が講演とディスカッションを行う
場として精密工学の発展に重要な役割をはたしてきました。今回は、欧州、米国それぞれの
精密工学会（Euspen､ ASPE）から３名のキーノートスピーカーを招聘し、日本､ドイツ、中国、アメリカ、
スイス、イギリス、オランダ等から265名の参加者を得て､最新の研究・開発成果について活発な
議論を行いました。淡路夢舞台の施設､自然､景観は
すばらしく､国際会議場としての機能やスタッフの方々
のサービスも充実しており､
参加者だけでなく実行委員
もたいへん満足しております。
ここに関係各位に心より
御礼を申し上げます。

　国際会議場から徒歩10分の場所にある「淡路大磯アート山　大石可
か

久
く

也
や 　　

美術館」が
設立10周年を迎えたことを記念し、12月1日(土)～12月10日(月)、「愉快な仲間たち展 
in 淡路夢舞台」が開催されました。会場となった国際会議場２階回廊と茶室には、アート山に
関わりのあるアーティストの作品、絵画、彫刻、工芸、写真など約100点が展示され、普段は会議のポスター
セッション会場として利用される回廊が美術館に様変わり。また、茶室には大石画伯の作品が掛け軸として
展示され、訪れた方々は画伯の作品を鑑賞するとともに、安藤忠雄建築の茶室と絵画の調和を楽しみました。

　淡路島出身の洋画家、大石可久也さんと同じく画家で
ある鉦子さん夫妻が「希望や夢のある場所」「芸術や文化を
大切にできる時間」を目指して企画した参加型ミュージアム。
ボランティアスタッフとともに築き上げたオブジェや絵画、
彫刻、クラフトなど多彩な作品に出会えます。
　美術館へは国際会議場から四季折々の樹木に彩られた
遊歩道を抜けるとすぐ。

淡路大磯アート山　大石可久也美術館淡路大磯アート山　大石可久也美術館淡路大磯アート山　大石可久也美術館

前川公則

一般財団法人　
日本エネルギー経済研究所
新エネルギー・国際協力
支援ユニット
国際協力・支援グループ
研究主幹、マネージャー

長倉寿子

青山藤詞郎
The 14th ICPE　
実行委員長

一般社団法人　
兵庫県作業療法士会
会長



　輝かしい新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。さて、ナイト

セッションのご利用が多いことが当会議場の特徴の一つで
す。例えば夕食後、気を引き締め直してポスターセッション。
時にはアルコールも入り、ざっくばらんに意見交換。和やかな
雰囲気の中、夜は更けて･･･。こうしたプログラムが実現できる
のはウェスティンホテル淡路まで連絡通路を歩けばすぐという
利点があるからですね。何かの時にはすぐに対応できるよう、
私たち会議場スタッフは皆様が退館されるまで待機しており
ますので、有意義な時間を心ゆくまでお過ごしいただければと
思います。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。（爲後）

　淡路島から大鳴門海峡を渡り、四国に
上陸してすぐの場所、渦潮を臨み緑豊かな
鳴門公園に位置する「大塚国際美術館」。
日本最大級の常設展示スペースを有する
世界初の「陶板名画美術館」です。

　「陶板名画」とは、特殊技術によって陶器（セラミック）の大きな
板に2000年以上色褪せない色彩で世界名画を忠実に再現したもの。古代
壁画から現代絵画まで、世界25ヶ国190余りの美術館が所蔵する1,000点
を超える世界の名画を、原寸大の陶板で色彩も忠実に複製しています。
約4ｋｍに及ぶ鑑賞ルートには、古代遺跡や礼拝堂を現地の空間そのまま
に再現した立体展示のほか、レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」、
「モナ・リザ」、ゴッホ「ヒマワリ」、ピカソ「ゲルニカ」など、美術書などで一度は
見たことがあるような名画を歴史の流れに沿って展示してあり、まるで
現物の名画を見るような迫力と臨場感を味わうことができます。なかでも、

ミケランジェロが描いた天井画と正面
祭壇壁画「最後の審判」と共に立体
再現した「システィーナ礼拝堂」の
迫力は必見です。

　国の重要無形民俗文化
財にも指定されている、
淡路島が誇る伝統芸能
「淡路人形浄瑠璃」。その

公演を楽しむことができる淡路人形
浄瑠璃館が、これまでの大鳴門橋記念
館内から南あわじ市福良港に場所を移し、専用劇場をオープンしました。一見
不思議な形をした外観は、人形が人形遣いの手により生きているかのごとく動く
さまをイメージし、曲線をいかした斬新なデザイン。劇場内部は昔懐かしい芝居
小屋を思わせる造りで、舞台上部には淡路瓦師、山田脩二さんの手によって
地元特産品である淡路瓦が装飾されており、上演を待つ間にも伝統文化の
世界に引き込まれていきます。
　すぐ向かいには世界的に有名な鳴門海峡の渦潮を観覧できるクルーズ船
乗り場があり、エクスカーションとして渦潮観潮クルーズと人形浄瑠璃鑑賞を時

間のロスなく組み合わせることが
できます。

あ と が き

大塚国際美術館

大塚国際美術館

淡路人形浄瑠璃

淡路人形座

うず潮

お薦め

「奇跡の星の植物館」特別展　

淡路夢舞台ラン展 2013　華麗なる蘭の響宴

大塚国際美術館 ～世界の名画を陶板画で再現～
淡路人形座  ～新館オープン～

淡路大磯アート山 大石可久也美術館設立10周年記念

「愉快な仲間たち展 in 淡路夢舞台」　

【所在地】 
徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-1 
※鳴門北ICより車で約3分
淡路夢舞台国際会議場からは車で約1時間
【電話】 088-687-3737　
【URL】 http://www.o-museum.or.jp/
【開館時間】 9：30～17：00（入館は16：00まで）
【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）
【入館料】 一般 3,150円、大学生 2,100円、

小・中・高生 520円
※団体20名以上10％割引

【所在地】 兵庫県南あわじ市福良甲1528-1地先
※西淡三原ICまたは淡路島南ICより車で約25分　淡路夢舞台国際会議場からは車で約1時間
【電話】 0799-52-0260　【営業時間】 9：00～17：00
【URL】 http://awajiningyoza.com/ningyoza/
【公演時間】 定時公演 10：00、11：00、13：00、14：00、15：00
【休演日】 水曜日、年末(臨時休演有)
【入場料】 大人1,500円、中高生1,300円、小学生1,000円、幼児300円
※団体15名以上10％割引、20名以上20％割引

【期間】 2013年1月19日(土)～3月10日(日)
※１月15日～18日、3月11日～12日は臨時休館

【開館時間】 10:00～18:00
【入館料】 大人1,200円、65歳以上600円、

高校生600円、中学生以下無料

淡路夢舞台国際会議場

奇跡の星の植物館

　高さ20mのキャットウォークから始まる日本最大級
のアトリウム空間である奇跡の星の植物館のラン展
は、時間毎に変化するランの香りが楽しめ、不思議
な形、華やかな色のラン等、多種多様なランに出会
え、ランが持つ魅力を五感で感じることができる世
界でたった一つのラン展といえるでしょう。
　ラン展は奇跡の星の植物館ならではのセンスと
企画でおくる「テーマ展示」とラン愛好家の「ラン
コンテスト」や「お宝展」等で構成されています。
　今年のテーマ展示は「華麗なる蘭の響宴」と
「エアリアル―ランの新しき世界」。ランの特性を
生かしたフラワーディスプレイと、華やかに繰り広げ
られるランの響宴を五感で体感してください！

　国営明石海峡公園に咲くクリスマスローズは、清楚な白い花
が特徴のニゲル系の品種から咲き始め、3月には八重咲きや
花色に特徴のあるその他の交配種が順次開花をはじめます。
また、1月中旬には、陽だまりの丘花壇が寒咲きナノハナで黄色
一色に。新春を迎えた国営明石海峡公園は、春に向けて少し
ずつ彩りを増しています。日々 色づく公園を是非お楽しみください。

40種約700株のクリスマスローズが見頃です40種約700株のクリスマスローズが見頃です40種約700株のクリスマスローズが見頃です

寒咲きナノハナ〔見頃〕1月下旬～2月上旬

国営明石海峡公園 クリスマスローズ〔見頃〕2月～

※作品画像は全て展示作品を撮影したものです

特別展 淡路夢舞台ラン展2013特別展 淡路夢舞台ラン展2013特別展 淡路夢舞台ラン展2013特別展 淡路夢舞台ラン展2013

ミケランジェロ
　　「システィーナ礼拝堂」

フェルメール
「真珠の
　耳飾りの少女」

レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」

2000種2万株
のランでつくる

2000種2万株
のランでつくる

驚きと感
動のガー

デンショー

驚きと感
動のガー

デンショー


