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開催を終えて

大阪医科大学 医学
学生生活支援センター
センター長 教授

佐浦 隆一

7-8 Apr. 2017

大阪医科大学 平成29年度新入生学外合宿
　この度、大阪医科大学新入生学外合宿を平成
29年4月7日（金）8日（土）に兵庫県立淡路夢舞台
国際会議場にて開催致しました。
　平成29年に創立90年を迎えた大阪医科大学で
は、以前は医学部だけの新入生学外合宿を平成
22年の看護学部の新設以来、医看融合教育の一
環として両学部合同で開催するようになりました。
　合宿初日、両学部の新入生は、挨拶代わりのア
イスブレーキングの後に混成チームを構成し、課題
に沿ったポスターを作り、貼り出します。そして夕刻、
チーム毎に着席した懇親会で美味しい料理に舌
鼓をうちながら、親交を更に深め、全員でポスターの出来栄え・見栄えを評価し
ます。票を集めた優秀なポスターは翌日に全体発表の栄誉を受けます。
　今年は、まず「自律と自立」、「勉強と学問」、「権利と義務」について新入生に
問いかけた上で、「より良き医療人を目指す諸君の大阪医科大学に対する期
待と抱負を聞かせてください！！」を課題に、大学での新生活への決意と期待を
模造紙の上に表現してもらいました。
　今回初めて淡路夢舞台国際会議場を利用しましたが、大阪からのアクセス
も良く、淡路島の素晴らしい自然と美味しい食材を堪能しました。メンターで参
加した上級生、教員・スタッフ全員が「アメニティ、食事など合宿のすべてが昨
年より数ランク以上アップしている。」と怨嗟と感嘆の声を上げていました。
　参加者全員の記憶に残る素晴らしい新入生学外合宿を開催することがで

きました兵庫県立夢舞台国際会議場
とウェスティンホテル淡路の皆様に大阪
医科大学を代表してお礼申し上げま
す。また、来年も今年以上の感動を是
非どうぞよろしくお願い致します。

　この度、国際ワークショップDynein2017を
平成29年10月29日（日）～11月1日（水）に淡
路夢舞台国際会議場にて開催します。この
国際ワークショップは、日本において2005年か
ら4年ごとに3回開催してきました。今回が4回
目となる本会議では、細胞機能に必須のタン
パク質モーター「ダイニン」の機能と制御のさ
らなる理解を目指しています。発見から半世
紀を経たダイニンの研究は、日本の研究者の
精力的な研究による貢献もあって、その構造
と運動機能の解明が飛躍的に進んできまし
た。また、近年、ダイニンのさまざまな機能が明
らかになり、細胞生物学分野における重要性
だけでなく、ダイニンが機能する場の代表である繊毛・鞭毛において
は、その機能欠損が疾病に関わることが示され、繊毛症として医学分
野でも注目されています。この観点から、ダイニンの機能・制御のメカニ
ズムを理解することは、学術的重要性がきわめて高いと考えています。
本会議では、ダイニンの構造・機能・制御に関わる総合的な理解を目
指して、第一線で活躍する研究者を国内外から40名近くお招きして、
10セッションにわたる成果発表と討論を3日間行うことにしております。ポ
スターセッションの時間も十分に確保しており、次世代を担う内外の若
手研究者のアピールの場を提供します。泊まり込みで研究交流を深め
るよい機会ですので、皆様の積極的なご参加を心からお待ちしており
ます。

29 Oct. ‒ 1 Nov. 2017

International Workshop Dynein 2017

大岩 和弘

Dynein2017
組織委員会 委員
国立研究開発法人 
情報通信研究機構　
主管研究員

開催に寄せて

　この度、第３９回日本小児腎不全学会学術集会
を平成２９年９月２１日（木）～２２日（金）に淡路夢
舞台国際会議場にて開催させていただきます。
　さて近年、腎代替療法を中心に小児の腎不
全医療は飛躍的に向上しています。そこには、
透析治療や移植医療の進歩と医師（小児科
医，移植外科医、泌尿器科医、内科医）、看護
師、臨床工学技士、ソーシャルワーカー、栄養士
等の多職種によるチーム医療の充実が寄与し
ております。今後さらに、多職種医療人による移
行医療の整備、新たな免疫抑制療法による移
植医療の発展、そして究極的な腎不全治療法、再生医療の展開さえ期待
され多様で高度な医療現場が出現しようとしています。
　このような背景のもと、本集会のテーマを「小児腎不全医療の近未来展
望－ 私たちの目指すところ－」とさせていただきました。腎不全に病める子
どもたちのために、明日の、私たちが目指すべき腎不全医療の姿を考える
機会にしていただければと願っています。本集会では、各種分野のエキス
パートの方々による特別講演、教育講演、教育セミナー、シンポジウムを企
画し、学会テーマに沿ったご講演、ご討議をしていただく予定です。
　参加者の皆様には、リラックスした雰囲気の中で気兼ねなく熱い議論をして
いただければと思い開放的な空間と美しい眺望を備えた本会場での開催と
致しました。会の合間には、眼前に広がる青い空と輝く海を眺め緊張感をほぐ
していただければ幸いです。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

21-22 Sep. 2017

香美 祥二
（　　　　　　　　　　 ）徳島大学大学院医歯薬学
研究部小児科学教授

第39回 日本小児腎不全
学会学術集会　会長

第３９回日本小児腎不全学会学術集会

　公益社団法人日本アイソトープ協会放射
線安全取扱部会では、平成29年10月12日、
13日の２日間、「平成２９年度放射線安全取
扱部会年次大会」を開催致します。当部会で
は、「放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律」に定められている“放射
線取扱主任者”と管理者を中心として、放射
性同位元素の安全取扱、管理に関する知
識・技術の向上と普及を図るための諸活動を
進めております。放射線及び放射性同位元
素等は、あらゆる分野で利用され、日本の産
業の発展と科学的進歩に大いに役立ってい
ます。我々は各事業所においてこの放射線
等を安全に利用し、かつ公共の方々に安心して頂くために、管理監督
する立場にあります。“放射線”を単に恐れるだけではなく、正しく理解し
てもらうための活動も重要な役割だと認識しております。年次大会は、
全国から部会員が集まり、情報交換をしつつ親交を深める年に一度の
重要な研修の場となります。本大会は５８年間続く長い歴史があります
が、大幅な法令改正により放射線管理の大きな転機となる本年の年次
大会が、国生み神話の淡路島で開催できることに意義深いものを感じ
ております。参加者には淡路夢舞台国際会議場の立地の素晴らしさと
充実した会場施設を実感して頂き、隣接するウェスティンホテルのご利
用による滞在型という新たな形式で熱の入った議論をして頂けるので
はないかと期待しております。多くの方のご参加をお待ちしております。

12‐13 Oct. 2017

平成２９年度放射線安全取扱部会年次大会
（第５８回放射線管理研修会）

矢鋪 祐司
（　　　　　　　　　）日本たばこ産業株式会社
医薬総合研究所

公益社団法人
日本アイソトープ協会 
放射線安全取扱部会
平成２９年度
放射線安全取扱部会
年次大会実行委員長

ウェスティンホテル淡路　
高層階客室リニューアル

イングランド代表チーム　
ウェスティンホテル淡路に滞在

サッカーワールドカップU-20韓国大会

プレシャスフロア デラックスツインルーム42㎡

　サッカーワールドカップU-20（20歳以下）韓国大会に出場するイン
グランド代表チームが淡路島で事前合宿を行い、5月10日～16日の
間ウェスティンホテル淡路に滞在しました。イングランド代表が淡路島
でキャンプを行うのは2002年W杯日韓大会でのデビッド・ベッカム選
手擁するフル代表チームに続き2回目であり、前回の好印象が今回の
合宿地選定に繋がりました。大会ではイングランドチームがみごと優

勝！ポール・
シンプソン監
督からは関係
者らへ感謝の
メールが寄せ
られました。
 

淡路島百景
俳句で詠む淡路島百景 パネル展

国際会議場2階回廊の展示ご紹介

　豊かな自然に囲まれ、漁業や農業が盛んで歴史のある
淡路島。島に住む人々が大切に守っていきたいと感じた
り、淡路島らしいと思う景観が沢山あります。そんな心なご
む風景255景を選定し、一般投票によって選ばれたのが
「淡路島百景」です。兵庫県では、優れた景観を守り育て、
地域資源としての活性化を図るための運動を推進してお
り、なかでも淡路島百景については、内外に広くPRするた
め、その風景を題材として一般より募集した99の俳句を
まとめた冊子「俳句で詠む淡路島百景」を発行しています。
　国際会議場とウェスティンホテル淡路を結ぶ回廊に、こ
の淡路島百景と俳句のパネルを展示しています。百景には
淡路島を代表する自然美、観光スポットをはじめ、神社仏
閣、祭りの様子など「こんな所があったなんて知らなかっ
た」と思わず驚くような穴場も多数選定されています。

ちょっと足を
止めて、お気に
入りの景色を
見つけてみて
下さい。

4/22㊏

地元の食材
を使用した
ウェスティン
ホテル淡路
特製の点心

　8階から10階までの高層階「プレシャスフロア」が生まれ変わりまし
た。シンプル＆ラグジュアリーをコンセプトとした客室は、足元から天井
までの大きな窓から陽光が降り注ぐ窓辺にゆったりとしたスペースを
設け、玉ねぎの花をモチーフとした壁面や、瀬戸内の穏やかな海をイ

メージしたカーペットなど、
自然に溶け込むような深い
くつろぎの中に上質さを感
じる、大人の感性がくすぐら
れるゲストルームに。より快
適な空間で「リゾート＆コン
ファレンス」を体感していた
だけます。

Precious Floor 
Renewal 

ウェスティンホテル淡路 
宴会場「チェーロ」

副席

立礼席の
茶道具

第16回あわじしま感染症・免疫フォーラム
第17回看護診断セミナー
2017年度FDワークショップ
脳とリハビリ研究所 第5回学術集会 ～ CBR2017 ～
第39回日本小児腎不全学会学術集会
2017年度岩田研究室リトリート 
兵庫県腎友会第17回大会
平成29年度放射線安全取扱部会年次大会
看護診断得訓講座

第77回「医療・生活」相談会
International Workshop Dynein 2017

平成29年度 外国語指導助手の指導力向上研修
がんとハイポキシア研究会
第11回日露開殻分子・分子スピンデバイス国際会議

第11回集積型合成国際シンポジウム
ECHO AWAJI 2017
神戸学院大学東ゼミ合宿
WASForum Hardening Project

第69回兵庫県珠算競技大会
二次代謝フロンティア研究会
第3回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会
Ubiquitous Wearable Workshop 2017

2017年9月～2018年1月開催予定の主な会議一覧

第18回JSAWI当番事務局

大阪大学微生物病研究所
関西看護医療大学
神戸学院大学
神戸学院大学総合リハビリテーション学部
徳島大学大学院医歯薬学研究部小児科学分野
京都大学大学院医学研究科
特定非営利活動法人 兵庫県腎友会
公益社団法人 日本アイソトープ協会
関西看護医療大学

東京大学大学院医学系研究科

一般社団法人 兵庫県難病団体連絡協議会
国立研究開発法人 情報通信研究機構

一般社団法人 情報処理学会

兵庫県教育委員会事務局
大阪国際がんセンター
大阪市立大学大学院理学研究科

大阪大学大学院理学研究科

大阪大学大学院理学研究科
徳島大学病院超音波センター
神戸学院大学
WASForum Hardening Project実行委員会

一般社団法人 兵庫県珠算連盟
神戸薬科大学
学術講演会運営事務局
神戸大学大学院工学研究科

大阪大学免疫学フロンティア研究センター

The 18th Annual Symposium Japanese Society
 for the Advancement of Women's Imaging（JSAWI)

The 3rd International Symposium on 
Middle Molecular Strategy(ISMMS-3)

大阪スリープヘルスネットワーク（OSHNet)
第10回PSG新睡眠塾

The 7th NIF Winter School on 
Advanced Immunology

第20回カルシウム結合蛋白質とカルシウム機構の
生理と病態に関する国際シンポジウム(CaBP20)

第56回ユビキタスコンピューティングシステム研究会　
第75回ヒューマンコンピュータインタラクション研究会合同研究発表会

特定非営利活動法人 
大阪スリープヘルスネットワーク

9月

10月

12月

1月

11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。

株式会社夢舞台主催

第2回　　　　　　  盛会に開催
　春の陽気と日ごとに色濃さを増す木々の新緑に包まれた淡路夢舞台にて、「第2
回 淡路 花の茶会」を開催しました。この茶会は、一般社団法人茶道裏千家淡交
会淡路支部のご協力のもと株式会社夢舞台が主催するもので、国際会議場をは
じめとする安藤忠雄氏デザインの壮大な施設群と素晴らしい自然景観が見事に
調和する淡路夢舞台の魅力を、茶会を通じて広く発信することを目指しています。
昨年5月の開催に続き2回目となる今回は、前回を上回る約250名が島内外から
ご参加下さいました。

国際会議場 別棟 
茶室「つばき」

本席

祝優勝祝優勝
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奇跡の星の植物館 特別展
あわじガーデンルネサンス 2017
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日

　サワラ料理といえば西京焼きや幽庵焼きが
よく知られていますが、実は新鮮なサワラは刺身

にすると絶品で、通の間では「刺身の王様」と呼ばれるほどです。ただ、サワラは足
が早く、これまで漁師町以外では生で食べる機会が余りありませんでした。そんな
サワラですが、サワラ漁が盛んな洲本市五色地域では古くから生や醤油漬けで食
べられており、新鮮なサワラが手に入る漁師町ならではの食文化といえます。生の
サワラは身が柔らかく、特に秋のサワラは「寒鰆」と呼ばれ、冬に向けて脂を蓄えた
トロ顔負けの旨さ。この美味しさを多くの人に味わっていただきたいという思いか
ら、漁協、水産加工会社、飲食店などがタッグを組み生食が可能なサワラの提供
を実現。新名物として島の漁師めし“淡路島の生サワラ丼”が誕生しました。現在、
島内29店舗がそれぞれ工夫を凝らした独自の丼メニューを提供しています。中で
もウェスティンホテル淡路のレストラン、日本料理「あわみ」が提供する「淡路島の
生サワラ炙り茶漬け」は、新鮮で脂の乗った
サワラの皮を香ばしく炙り薬味と共に、締
めは旨味を凝縮した出汁でお茶漬けにし
てお召し上がりいただく逸品です。皆さ
まも島ならではの贅沢な味わいをぜひ
ご堪能ください。

淡路の味覚ご紹介
島の漁師めし
淡路島の生サワラ丼

ウェスティンホテル淡路 3F 
日本料理「あわみ」 

　     ☎0799-74-1112（予約係） 
ご予約・お問い合わせ

　日本の伝統文化、伝統工芸、伝統産業を花
文化で継承し、新たなジャパンブランドとして
世界に発信することを目標にしたフラワー
ショー。今回は伝統園芸植物と秋の草花を用
い「空」「間」を意識した「自在の境地」をデザ
インすることに挑戦します。企業、アーティス
ト、アルチザンと植物館のコラボで「遊ぶ」を
テーマにしたガーデンエクステリアと様々な現代の花緑空間をお楽しみください。

周辺施設のイベント情報

　NHK BSプレミアム「岩合光昭の世界ネコ歩き」
で人気のフォトグラファー岩合氏が撮影した“ネコ
の一日”が楽しめる写真展。ネコは居心地がいいと
ころが好き。自分の好きなところで、自分の好きな
ように暮らしている、そんな自由気ままなネコたち
の1日をお楽しみください。

岩合光昭写真展「ねこのとけい」
～ ネコたちの一日が始まります ～

9 2 土
101▶

日

■会場／ 」房工夢路淡「 階３スラテ望展 台舞夢路淡
■時間／10:00～17:00■入場料／高校生以上300円 ※中学生以下無料

詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.kisekinohoshi.jp
■入館料／大人1,500円、70才以上750円、高校生以下無料

「兵庫県立淡路島公園」内に日本最大級の自然体験型アニメパーク

OPEN!OPEN!

チケット料金 1,800円チケット料金 1,800円

28

31

157

県立淡路島公園

淡路夢舞台

ニジゲンノモリ

淡路SA上り
淡路SA下り

淡路ハイウェイオアシス

橋
大
峡
海
石
明
▲

道車
動自

門鳴
路淡

戸神

◀洲
本

関西発のLCCにも乗れます

洲本港　　  関西国際空港 航路復活！
淡路島の洲本港と関空の航路が7月より復活しました。

約65分

●運賃／大人 片道2,800円、小人 片道1,400円（ターミナルまでのバス運賃込） 
●ご予約・お問い合わせ／株式会社 淡路関空ライン ☎0799-25-0411

洲本港発 4:45
6:40

8:15
10:10

11:45
13:25

15:05
16:40

18:05
19:40関 空 発

　「淡路夢舞台」をステージに、“YOSAKOI”を
愛する人たちが集い、熱い思いを共有・発信！ 大
阪湾のパノラマを背景に水面に浮かぶ舞台が印象
的な野外劇場をメイン会場に、参加チームが熱い
踊りを披露します。
■メイン会場／野外劇場■サブ会場／楕円フォーラム

淡路よさこいフェスティバル 2017

兵庫県立淡路島公園アニメパーク ニジゲンノモリ
■住所 　  淡路市楠本2425番2号
■TEL  　 0799-72-3161
■アクセス 神戸淡路鳴門自動車道淡路ICより車で2分
　　　　　淡路夢舞台からは車で約10分
■公式HP  http://nijigennomori.com

全長1.2kmのプロジェクションマッピング
ナイトウォーク 火の鳥

18:00
▼

22:00

手塚治虫氏原作の「火の鳥」をテーマに、公園内の自然環境をプロ
ジェクションマッピングの技術により光と音で演出。監修は手塚眞
氏、演出はJR東京駅のプロジェクションマッピングが話題となっ
た第一人者村松亮太郎氏。非日常感あふれる幻想的な世界を体
感していただけます。※チケットは事前予約制（当日券も発売）

大人・中学生～3,300円
5歳～小学生  1,200円
大人・中学生～3,300円
5歳～小学生  1,200円

チケット料金
足軽・侍大将コース 3,300円
童（わらし）コース 600円

チケット料金
足軽・侍大将コース 3,300円
童（わらし）コース 600円

あとがき
　2014年4月の明石海峡大橋通行料引き下げ（900円）を契機
に、夢舞台がある北淡路地区だけでなく、淡路島を取り巻く環境
が大きく変化しようとしています。今まで以上に淡路島、夢舞台の

魅力を広報誌アジェンダ、営業活動を通して発信していきたいと考えています。
　ご来館頂いたお客様に、より一層ご満足いただけるよう、職員一同鋭意
努力していく所存ですので、今後とも宜しくお願い申し上げます。また、個人
的な事で恐縮ですが、昨年4月から国際会議場とウェスティンホテルのセー
ルス&マーケティング部長を兼務していますので、ホテル利用をご検討の際
も、ぜひお声掛け頂けましたら幸いでございます。　　　　   前田 伊智朗

1029日

お得な助成金制度をご活用下さい
・淡路夢舞台国際会議場活用助成金制度
・国際会議開催助成制度
・中内力コンベンション振興財団の助成金　

詳しくはお問い合わせ下さい 
淡路夢舞台国際会議場
☎0799-74-1020

日本料理「あわみ」 淡路島の生サワラ炙り茶漬け
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クレヨンしんちゃん
アドベンチャーパーク

10:00
▼

17:00
「クレヨンしんちゃん」をテーマにした、子ども
から大人まで楽しめる体験アトラクション。
巨大水鉄砲をくぐりぬけて滑空する225mと
140mの水上ジップラインや最大高さ8mの
本格的なアスレチックコースにチャレンジ！ 
※チケットは事前予約制（当日券も発売）

 © Mitsuaki Iwago

※オープン時間は季節により異なります
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