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　入学時に大学生活のよりよいスタートとす
るため、オリエンテーションを実施しています。
平成28年度よりウェスティンホテル淡路を使
わせていただき、淡路夢舞台国際会議場と
併せて、設備の整った国際会議場や宿泊施
設、周りの豊かな自然の相乗作用で、オリエン
テーションの目的を果たすことができました。
　本学は、保健科学部医療検査学科、看護
学科、教育学部こども教育学科、短期大学
部口腔保健学科と幅広い分野の学科構成
で、全学的に合同で実施できるプログラムは
多くない中、「学生によるトキワシンポジウム」で、大学、学科、課外活動
等幅広く知ることができます。学科毎の会から、夕食パーティへと流れ、
地元の旬な食材に舌鼓を打ちながら、懇親が図れます。部屋では、密
な情報交換が進み、新しい友人と巡り合う機会になっています。
　仲間づくりを目的としたレクリエーション活動を通し、学科を越えた
グループのアイスブレークで、参加への意識が高まりました。本年は、
フォトコンテストを課題とし、淡路夢舞台全体を会場として活用しました。
学生達は、若者の感覚で、素晴らしいフォトショットを仕上げ、それぞれ
の想い出を創ってくれました。
　新年度のオリエンテーション開催についてもウェスティンホテル淡路を
使用させていただきます。一流のホテルサービスを体験することで、大学
生になり自由であるが責任も伴うことを学んでくれることを期待しています。

5-6 Apr. 2018

平成30年度 神戸常盤大学新入生オリエンテーション

柳 敏晴

神戸常盤大学・
神戸常盤大学
短期大学部学生部長

　日本人の死亡原因の１位はがんであり、年
間約100万人が新たに罹患していると推計さ
れています。放射線治療は、外科療法、薬物
療法と並ぶ、がん治療の3本柱の1つとされて
います。日本放射線腫瘍学会は、放射線治
療の診療や研究を担う、放射線治療医、医
学物理士、診療放射線技師、看護師、生物
系研究者等が参加する学会です。放射線治
療の進歩には、患者を対象とする臨床研究
や放射線生物学的研究の推進に加え、装置
や照射技術の発展が欠かせません。放射線
治療は、近年の技術革新により、病巣に限局
して精密に照射するスマートな治療となりました。高齢化社会を迎え、
「病巣を切らずに治す、機能や形態を温存する低侵襲ながん治療」は
今後益々重要になると考えられます。
　教育委員会主催「放射線治療･物理セミナー」は、会員の放射線物理
や照射技術に関する知識のアップデートを目的に、毎年開催しています。
私をはじめとする多くの放射線治療医にとって、物理は少し手ごわい内
容です。しかし、堅い内容の勉強であっても、学ぶ環境が素晴らしけれ
ば、知的刺激に満ちた楽しい時間に変わるでしょう。このたび風光明媚な
淡路夢舞台国際会議場という恵まれた環境で放射線治療･物理セミ
ナーを開催できますこと、関係者諸兄に心より感謝申し上げます。

3 Mar. 2018

日本放射線腫瘍学会教育委員会　
第6回 放射線治療・物理セミナー

内田 伸恵
（　　　　　　　　　 ）鳥取大学医学部 
放射線治療科 教授

日本放射線腫瘍学会 
理事･教育委員長

22-26 Oct. 2017

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

日本大学医学部
特任教授

飯野 正光

12-15 Nov. 2017

　2017年11月12-15日の間、淡路夢舞台国際
会議場にて、標題の国際会議を開催いたしま
した。本会議は、日本開催は第2回以来淡路夢
舞台にて定点開催とし、国土の広いロシアで
はノボシビルスクを拠点に、広く開催地を変え
て開催する方式を採用して、毎年日露交互に
開催してきました。この開催方式は、本会議の
研究課題が先端領域に属するために、関連
分野の勃興の著しいロシアでは大変有効に機
能し、国際的に大きな学問的貢献を果すまで
に至りました。第11回では、33名に及ぶ、過去
最大のロシア側からの参加者(参加者の38％)
があり、ロシア側の若手研究者の著しい成長ぶりが顕著でした。海外か
らは、仏、伊、カナダなどから第一線の研究者を招聘しました。会議は連
日、午前8時15分から夜遅くまで行われ、国内若手研究者や学生との活
発な交流も実現いたしました。最終日は、エクスカーションで姫路城見学
及び好古園日本庭園の散策を満喫いたしました。ロシア側からの日本初
訪問者には、淡路島の温暖な気候、夢舞台周辺の海岸線を含む自然
及びウェスティンホテル淡路のホスピタリティの印象は強烈で、すべての
参加者が日本贔屓のリピーターになっていることは特筆すべきことです。
　最後に、開催にあたり、温かいご支援を頂きました兵庫県国際交流

協会、中内力コンベンション振興財
団、ブルカーバイオスピン(株)、ウェス
ティンホテル淡路・淡路夢舞台国際
会議場のスタッフの皆様、及び大阪市
立大学に心から御礼申し上げます。

日露国際WS
ステアリング議長
大阪市立大学　
研究推進本部URAセンター　
シニアURA/特任教授

工位 武治

2018年2月～8月開催予定の主な会議一覧

国際会議場施設協議会
先端医療センター研究所　
神戸市外国語大学
神戸市外国語大学
広島がん高精度放射線治療センター
大阪大学大学院文学研究科
神戸学院大学経済学部
公益社団法人日本産科婦人科学会
独立行政法人日本学術振興会
日独共同大学院プログラム
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科
一般財団法人淡路島くにうみ協会
大阪大学大学院工学研究科
神戸常盤大学
大阪医科大学
関西医科大学教養部
徳島文理大学薬学部
株式会社夢舞台
公益社団法人日本精神神経科診療所協会
国立研究開発法人科学技術振興機構
大阪市立大学大学院理学研究科
J-Physics実行委員会
一般財団法人平成学術振興財団
公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構
特定非営利活動法人日本緩和医療学会
神戸学院大学
兵庫医科大学
大阪大学大学院理学研究科
第19回JSAWI当番事務局

2月

3月

5月

6月

7月
8月

4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。

兵庫県立
淡路夢舞台国際会議場
館　長

髙野 幸二郎

国際会議場施設協議会平成29年度総会･実務研究会
AMED老化研究会
野村ゼミ 研究発表会
2017年度 中嶋ゼミ研究合宿
日本放射線腫瘍学会教育委員会 第6回 放射線治療・ 物理セミナー
2017年度グローバルヒストリー科研 定例研究会
17年度 淡路島ゼミ合宿
第8回産婦人科スプリング･フォーラム

2017年度 大腸菌システム生物学研究会
淡路島くにうみ講座
Osamu Nakamura Conference 2018
平成30年度 神戸常盤大学新入生オリエンテーション
平成30年度 大阪医科大学新入生学外合宿
平成30年度 関西医科大学合宿研修
第8回有機分子構築法夏の勉強会
第2回きぼうの桜サミット
平成30年度定時総会　学術講演会
さきがけ「超空間制御と革新的機能創成」第10回領域会議
6th AWEST 2018

第14回平成医療福祉グループ学会
第19回アジア太平洋フォーラム･淡路会議
第6回医学生・若手医師のための緩和ケア夏季セミナー
幹細胞･細胞分化に関する合同リトリート
ORIGIN神経科学研究会
新学術領域研究「生物の3Ｄ形態を構築するロジック」夏合宿

日独共同大学院プログラム･シンポジウム グリーン
成長のためのバイオテクノロジーと化学プロセス

J-Physics 2018 International Workshop
on Multipole Physics and Related Phenomena

The 19th Annual Symposium Japanese Society
for the Advancement of Women's Imaging

ご挨拶
　皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えの
ことと心よりお慶び申し上げます。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。
本年は、神戸淡路鳴門自動車道 全通20周年、また

兵庫県が誕生して150周年となる節目を迎え、地域全体
で未来へ向けさらなる発展を目指した取り組みが行われています。時代、環境
の変化に伴い、経済的･文化的交流促進、観光振興がもたらされた一方で、
人口減少などの大きな課題に直面する中、いかに持続可能性を維持し、創造
と共生のステージとして進化を続けるか、潮流を的確に見極めながら、既存概
念の延長線上にとどまることなく優れた独自性を磨くとともに多様な価値を生み
出してゆく新たな機会でもあります。
　当館においては神戸淡路鳴門自動車道全通20周年を記念したフォーラム
の開催が7月に予定されているほか、県政150周年イベントの計画なども見込ま
れており、域内のネットワーク拡充･連携強化のための提案、長期的視野での
進むべき方向性の示唆などを得て、未来へ向けた指針が導き出されることが
期待されます。また、2019年のラグビーワールドカップ、2020年のオリンピック・
パラリンピックなど大きな国際的スポーツイベントを控え、全国的にも新たな枠組
み作り、機能改革など飛躍へ向けた動きが見られますが、国際会議場を含む
夢舞台全体としましても本年は競争力の強化を図
るまたとない好機であり、皆様にとってさらに魅力あ
る施設として充分な環境を整え、あらゆるニーズに
真摯にお応えできるよう職員一同全力を尽くしてま
いる所存でございます。
　2000年の開業以来多くのお客様をお迎えし、
大切に1件1件の会議をお手伝いさせていただき
ましたが、私どものこれまでの成長は皆様のご支援
の賜物と深く感謝いたしております。さらなる成長
のため今後も引き続きましてご指導、お力添え賜り
ますようお願い申し上げます。
　末筆ながら、本年が実り多き年となりますよう、
皆様の益々のご発展とご健勝を祈念いたします。

　本シンポジウムは1973年に第1回がポー

ランドで開催されて以来、2～3年おきに世界

各国持ち回りで開催されてきた。今回が節目

の第20回であり、10月22日から26日の日程で

開催された。2年前に、私がチェアマンとして

日本開催が決定されると、まず会場探しに

取り掛かった。本シンポジウムは参加者が100

人を少し超える程度の比較的少人数の集会

ながら、世界各国から領域のトップクラスの

研究者を招いて、4泊5日の合宿形式で集中

的な議論を行うことが特徴である。会議に適した広さの会場を備える

とともに、隣接した宿泊施設を備えており、周囲の環境に優れ、かつ、

開催費用をできる限り抑制できることが条件となる。日本中の多数の

施設を比較検討して、最終的に淡路夢舞台とすることにした。今回は、

30名を超える招待講演者を招き、全参加者約120名での開催となった

が、会議を終えて会場選びは正しかったと確信している。多くの参加

者から、サイエンスの内容に対する高い評価とともに、素晴らしい会場

だったとの満足の言葉をいただいた。オーシャンビューのホテルの部屋

も素晴らしいし、ホテル内および隣接するレストラン群での食事も気に

入っていただいたようだ。主催者と

して、当初の目標を上回る評価を得

ることができて満足している。

The 11th Japanese-Russian International Workshop 
on Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices
（第11回日露分子磁性・スピンデバイス国際会議）

開催に寄せて

開催に寄せて

開催を終えて 開催を終えて

国際会議場施設協議会
リーダーズセミナーを開催しました
　昨年9月、淡路夢舞台国際会議場が今年度の代表幹事を務める国際会議場施
設協議会のリーダーズセミナーが当館にて開催されました。国際会議場施設協議
会は、管理運営の効率化ならびにサービスの向上を目的として1989年に設立さ
れた任意団体で、現在全国31の国際会議場施設で構成されています。
　リーダーズセミナーでは、次代のコンベンション業界を担う人材の育成に寄与す
るため、毎回様々な分野から講師をお招きし、国際会議場職員としての専門知識に
とどまらず施設の管理運営に関する幅広い知識を習得する機会を提供しています。
昨年9月のセミナーでは、仙台から沖縄まで22施設49名の参加者に、コンベン
ションの仕組み、危機管理、会議場運営のための英語によるコミュニケーション、
マーケティングについて熱心に研修に取り組んでいただきました。全国の国際会議
場職員が一堂に会して情報共有、意見交換のできる機会は貴重であり、各参加者
にとって大変有意義なセミナーとなりました。
　2月には、各施設が抱える時事的･技術的課題をテーマに議論及び情報交換を
行い、お互いの連携を強化しMICE業界の活性化を図るとともに、さらなるサービ
スの向上、より良い会議環境の整備を目指し、総会･実務研究会を開催いたします。



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

淡路島フィルムオフィス展
国際会議場2階 回廊展示のご紹介

奇跡の星の植物館 特別展
淡路夢舞台ラン展2018 120土

34▶
日

　日本最大級の温室が 2,000種２万株のラ
ンでいっぱいになる「淡路夢舞台ラン展 
2018」。 ランの魅力を五感で体感できる西日
本最大規模のラン展です。2018年のラン展の
テーマは明治維新･文明開化150年を記念し
た「公爵の華麗なる蘭のある暮らし」。かの有
名な大隈重信は日本の文化を大切にしながら
も海外の文化を取り入れた人で、彼が持って
いたといわれる温室の一つは花に囲まれた中で晩餐会を行う素晴らしいもの
でした。今回のラン展では晩餐会を行った蘭温室を再現する「公爵の華麗なる
蘭のある暮らし」「バイオドレス鹿鳴館の貴婦人」など、様々な手法でランの華
やかな魅力を活かした展示を行います。また特別展示「マダガスカルの不思議
な蘭たち」では、珍しいマダガスカルのランが勢ぞろい。恒例の「変顔ラン大集
合！」「色、形、香りのラン展」等も開催。様々なランの魅力をお楽しみください。

周辺施設のイベント情報

詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.kisekinohoshi.jp

■時間／10:00～18:00
■入館料／大人1,500円、70才以上750円、高校生以下無料
■お問い合わせ／奇跡の星の植物館　☎0799-74-1200

－公爵の華麗なる蘭のある暮らし－

5月6日㊐
2月5日㊊

9:00～16:20

淡路花の茶会

◆本　席　国際会議場 4階別棟 茶室「つばき」
◆副　席　ウェスティンホテル淡路 1階「チェーロ」
◆点心席　ウェスティンホテル淡路 3階「チェルレオ」
◎お申込方法など、詳細は国際会議場ホームページにて
　ご案内いたします。　http://www.yumebutai.org

　美しい自然あり、心温まる
のどかな風景あり。長い歴史
と豊かな文化が息づき多様
な表情を見せる淡路島は、
これまで数多くの映画・ドラ
マ作品のロケ地に選ばれて
きました。島内にたくさん詰
まった魅力を発信し、誘致及び撮影サポートを行っている淡路島フィルムオ
フィス様のご協力を得て、現在国際会議場とウェスティンホテル淡路を結ぶ回
廊では過去に淡路島で撮影された作品をポスターとともに紹介しています。お
なじみのドラマ、お気に入りの映画など、こんなにも多くの作品が意外にも淡路
島で撮影されていたのかと驚かれるかもしれません。
　最近の映画では、昨年9月末に公開された「亜人」が、淡路島、しかもここ
淡路夢舞台国際会議場で撮影され、公開にあわせて、映画セットで使用された
美術品や撮影風景のパネルの展示、また普段は立入禁止の場所にもご案内し
てロケ現場をめぐるバックエリアツアーを2ヵ月にわたり実施しました。国内の
みでなく海外からも、原作のファン、本広監督のファン、俳優さんのファン、様々
に映画に関心を持つ方々が訪れてくださり、撮影の裏側を楽しみつつ亜人の
世界に浸っていただきました。

淡路夢舞台　宇宙桜プロジェクト
第2回きぼうの桜サミット
　2015年、阪神･淡路大震
災20周年を機に発足した「淡
路夢舞台 宇宙桜プロジェク
ト」。震源地･被災地淡路島の
復興した現在の姿を発信する
とともに、東日本大震災被災
地のさらなる復興を祈念、支
援するため、宇宙桜の植樹、
講演会の開催等積極的な活
動が続けられています。また、
宇宙桜の植樹、育成を通じて
生まれた絆はますます深まり、ネットワークも広がりをみせています。今年5月に
は、今後予想される大震災、自然災害に備え、経験や教訓を共有し、防災･減災
意識を向上させるためのフォーラム「第2回きぼうの桜サミット」が当館におい
て開催される予定です。講演、パネルディスカッションの他、復興支援に関する
展示などをご用意し、皆様のご参加をお待ちしております。
●フォーラムの詳細は4月上旬頃淡路夢舞台のホームページにてご案内いたし
　ます。　http://www.yumebutai.co.jp/

【宇宙桜】
　2008年、宇宙的視野からの地球環境保全･自然環境保護の大切さを体感
することを目的とした国家的プロジェクトにより全国各地から選ばれた14種の
桜、ササユリ、こすみれの種が、スペースシャトル･エンデバー号に搭載され、
若田宇宙飛行士とともに宇宙へ旅立ちました。国際宇宙ステーション･日本実
験棟「きぼう」に移された種は、約8ヵ月間地球約4,100周の宇宙飛行を経て、
帰還後は種の採取に協力したそれぞれの地域へ返還され市民の手により大切
に育てられています。淡路夢舞台へ寄贈された3種の宇宙桜、宇宙ササユリ、
宇宙こすみれも全て見事に開花に至り、春には訪れる人々の目を楽しませて
くれています。
　宇宙空間を生き抜いて発芽･開花した力強い生命力を持つ宇宙桜。「復活･
復興･希望」のシンボルとして、東日本大震災･被災地支援事業に活用されるな
ど、各地で重宝されています。

株式会社 夢舞台 主催

祝！20周年

神戸淡路鳴門自動車道 全通20周年神戸淡路鳴門自動車道 全通20周年

神戸淡路鳴門20周年 検索

　1998年4月に完成した明石海峡大橋。この世界最長の吊
り橋の誕生とともに全長89kmに及ぶ神戸淡路鳴門自動車
道が全線開通し、20周年の節目を迎える今年は周辺エリア
の各所において様々な記念事業が開催されます。自然、歴
史、食、スポーツ、アート、その他多彩なイベントが予定されて
いますので、青く輝く空と海、穏やかに降り注ぐ陽光、リゾー
ト感溢れるドライブを楽しみながら足を運んでみてください。
　　　　　　　●イベントスケジュールの詳細は神戸淡路
　　　　　　　　鳴門自動車道全通20周年記念事業実行
　　　　　　　　委員会のホームページでご確認いただけ
　　　　　　　　ます。

http://www.jb-honshi.co.jp/kan-20th/

第3回

前売茶会券 4,000円［温室入館券付］
申込受付開始［先着順］

開
催

　第1回、第2回と多くの皆様にご参加いただき、ご好評をいただき
ました｢淡路 花の茶会｣を今年も開催いたします。茶道をより身近に
感じていただけるよう、茶道裏千家淡交会淡路支部様のご協力のも
と趣向を凝らしたおもてなしの3席をご用意し、皆様をお迎えさせて
いただきます。普段茶道に馴染みのない方も是非お気軽にご参加い
ただき、爽やかな薫風を感じながら、自然、伝統、現代建築が織りな
す美しい景観とともに夢舞台ならではのお茶会をお楽しみください。

映画『亜人』バックエリアツアー開催風景
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