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Uber 検索

　アメリカのニューヨーク州ロングアイランドに
ありますCold Spring Harbor Laboratory
（CSHL）は1890年に民間財団により設立さ
れた研究所でノーベル賞受賞者も輩出して
いる世界的に著名な研究所です。CSHLは
長年に渡り生物学・医学の優れた研究を
行うとともに毎年シンポジウムやコースを
多数開催して生物学・医学の発展に多大な
貢献をしてきました。CSHLは2011年に中国
蘇州にCSH-Asiaを設置し、最先端の研究を
展開している研究者を世界中から招いた
国際シンポジウムCSH-Asia Conferenceを
毎年開催してきました。肝臓のバイオロジーと疾患をテーマとしたシンポ
ジウムもすでに４回蘇州で開かれました。
　参加者からは、日本での本シンポジウム開催の要望があり、国際組
織委員会で検討を重ねた結果、2019年12月9～12日に肝臓に関する
第５回のシンポジウム“Liver, Biology, Diseases & Cancer 2019”が
淡路夢舞台にて開催されます。海外から肝臓の著名な研究者を多数
お招きするとともに、一般講演やポスターセッションも予定しております。
淡路島の豊かな自然の中で活発な議論がなされることを期待しており
ます。多くの方のご参加を心よりお待ちしております。

9-12 December 2019

Cold Spring Harbor Asia “Liver, Biology, 
Diseases & Cancer 2019”

開催に寄せて
13-15 March 2019

新学術領域研究「多元質感知」第7回班会議
　「多様な質感認識の科学的解明と革新的
質感技術の創出（略称：多元質感知）」は人間
の質感認識に関する文部科学省の科学研究
費助成プロジェクトです。人間は多様な質感の
知覚を通して、目の前にある物体がどのような
材質でできているのか、どのような状態にある
のか、そしてどういう価値を持つか、といった生
存に不可欠な情報を得ています。感覚信号の
なかに複雑に埋め込まれている質感情報を読
み解く人間の素晴らしい能力を科学的に解明
し、革新的な情報技術を生み出すというのが、
我々のプロジェクトのミッションです。
　我々はほぼ年２回のペースで班会議を開催しています。その第7回の
開催地に淡路夢舞台を選びました。3月13日のお昼から15日のお昼まで
の約48時間、日常から切り離された空間で、130名あまりの参加者が
密度の濃い時間をともに過ごしました。37件の口頭発表と65件のポス
ター発表に加えて、泊まり込み会議の利点をいかして複数のテーマに関
してグループに分かれて話し合うナイトセッションを開催しました。
　淡路夢舞台では、前プロジェクトの「質感脳情報学」の班会議を2011

年に開催しています。前回
同様、今回も大変充実した
班会議を開催することがで
きました。関係者の皆様に
は、深く感謝申し上げます。

開催を終えて

宮島 篤

東京大学
定量生命科学研究所
幹細胞創薬研究分野
特任教授

23-24 May 2019

大阪大学大学院
生命機能研究科
染色体生物学研究室　
教授／
リトリート運営企画委員長

深川 竜郎

開催を終えて

　大阪大学大学院・生命機能研究科は、生
命の仕組みを知るための研究やその研究を
通じた大学院教育を行う5年一貫性の博士課
程を持つ研究科です。おもろい融合研究を
モットーとして幅広い分野で研究・教育を行
なっていますが、分野が多岐にわたるため、実
際には所属する人がお互いの研究内容を知
る機会があまり多くはありません。そこで、研究
の相互理解と交流を深める目的で研究科リト
リートを淡路夢舞台にて開催する運びとなりま
した。大学院生から研究スタッフまでコアの24
研究室を中心に総勢100名近くが参加しまし
た。日常の研究室を離れ、風光明媚な場所での合宿形式のリトリートで
は、様 な々研究に触れ、参加者の多くは大変刺激を受けた様子でした。
　当初の目標としては、研究視野の拡大や研究技術の共有を図ること、
あるいは、ディスカッションを通じて得られたヒントや新しい技術・知恵をこ
れからの自身の研究に繋げるというものでしたので、参加者にとってこの
リトリートが、今後のより充実した研究生活の一助に繋がれば幸いです。
　最後に開催にあたり、細やかな配慮やご尽力いただきました淡路夢

舞台国際会議場 コンファレ
ンス部の皆様、関係者の皆
様に心より御礼申し上げま
す。

大阪大学生命機能研究科リトリート2019

西田 眞也

京都大学大学院
情報学研究科
知能情報学専攻
認知情報学分野
教授

30 June 2019
開催を終えて

※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。

お知らせ

島内交通の充実へ 利便性向上のための取り組み

①関西主要空港から直通バスで淡路ハイウェイオアシス／淡路ICへ①関西主要空港から直通バスで淡路ハイウェイオアシス／淡路ICへ
　西日本ジェイアールバス株式会社と本四海峡バス株式会社による高速バス「かけはし号」のダイヤが4月15日に改正され、大阪エリア(なんば･大阪駅･
大阪空港)、神戸エリア(神戸空港･新神戸駅･三宮･高速舞子)から兵庫県立淡路島公園アニメパーク“ニジゲンノモリ” (淡路ハイウェイオアシス)へ乗り換
えなしでお越しいただける「かけはしNARUTO号」が新たに運行を開始しました。“ニジゲンノモリ”に新アトラクション「NARUTO & BORUTO 忍里」が
開業するのに合わせて誕生した空港直行の新路線であり、大阪エリアは1日3往復、神戸エリアは1日2往復で運行、このほか淡路インターチェンジに停車
する新神戸駅⇔洲本バスセンター間のかけはし号の内1日1往復の便が神戸空港まで路線を延ばして（土日祝は洲本バスセンター発神戸空港行き2便）
運行されています。
　また関西空港リムジンバス(運行: 関西空港交通株式会社)の徳島線においても淡路インターチェンジの停留所が新設され、かけはし号と併せて遠方か
ら関西主要空港を経由して来島されるお客様にも便利にご利用いただけるようになりました。淡路ハイウェイオアシス、淡路インターチェンジともに、夢舞
台まではタクシー約10分のご乗車でお越しいただけます。タクシーご予約の際はウェスティンホテル淡路までお問い合わせください。
【タクシーのご予約･お問い合わせ】 ウェスティンホテル淡路 ☎0799-74-1111

②ウーバー配車アプリ導入実証実験拡充
　昨年7月に開始され、当会議場にて記念式典が行われたウーバーのタクシー配車サービス実証実験が2020年3月
31日まで期間を延長、対象台数も増やして島内二次交通の充実を図っています。ウーバー、タクシー会社、及び自治体
の三者間でのパートナーシップによる実験は国内初のケースであり、初回限定でプロモーションコードをアプリに入力
すると乗車料金から2,500円の割引が受けられるサービスも実施中。料金見積、到着予定時間、支払いなど様々な
点において安心で便利にお使いいただくことができ、観光においても日常生活においても、多くの方々が容易に島内を
移動できるよう利用促進に向けた取り組みが行われています。

【貸出場所】
・洲本観光タクシー（洲本市海岸通2-5-26） 
　　　　　　　　     ☎0120-01-5151
・Jネットレンタカー淡路島洲本店
　　　　　　　　　（洲本市桑間534-1）　
　　　　　　　　     ☎0799-23-1710
・キノシタレンタリース（淡路市志筑新島8-4）
　　　　　　　　  　☎0799-62-0695

③電気自動車「あわモビレンタカー」実証実験継続中
　4ヵ国語(日本語、英語、中国語、韓国語)対応のカーナビを搭載し、環境にやさしい電気自動車4台を貸し出す
「あわモビレンタカー」の実証実験が昨年より継続して行われています。兵庫県淡路県民局を主体に、環境に配
慮した持続可能な社会の実現を推進する「あわじ環境未来島構想」の一環としての取り組みであり、満充電の
状態で約400㎞の走行が可能、充電施設も島内各所にあり快適にご利用いただけます。
　料金は税別で6時間まで4千円、12時間まで5千円、24時間まで6千円。満充電にして返却する必要もなく、
手頃な価格設定で、島内移動手段の充実と電気自動車の普及を目指し2021年3月31日までの予定で実験が
実施されます。

「第29回日米草の根交流サミット2019兵庫･姫路大会」クロージング式典

公益財団法人 ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際交流センター（CIE）
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創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム
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一般財団法人淡路島くにうみ協会
北海道大学大学院情報科学研究院　
日本リンパ浮腫治療学会

京都大学大学院医学研究科　

一般財団法人 全日本ろうあ連盟 青年部
公立大学法人兵庫県立大学 地域ケア開発研究所
関西看護医療大学
一般財団法人淡路島くにうみ協会
大阪大学大学院医学系研究科
東京大学医科学研究所
大阪市立大学大学院理学研究科
株式会社ポラリス･セクレタリーズ･オフィス
兵庫県教育委員会事務局 高校教育課

ISONIS実行委員会

ISMMS実行委員会

近畿化学協会 フロー･マクロ合成研究会

運営事務局 アスリード株式会社

東京大学定量生命科学研究所

特定非営利活動法人大阪スリープヘルスネットワーク
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

第18回あわじ感染と免疫国際フォーラム
第21回看護診断セミナー
新学術領域研究ミルフィーユ構造の材料科学 令和元年度夏季研究会
令和元年度 第2回淡路島くにうみ講座
第1回ヤポネシアゲノムくにうみミーティング

近畿ろうあ青年研究討論会 近畿青年部創立50周年記念祝賀会
WKC Forum
看護診断得訓講座
令和元年度 第3回淡路島くにうみ講座
第6回 六甲医学研究会･学術集会
新学術領域「ネオウイルス学」領域班会議
第13回日露開殻分子・分子スピンデバイス国際会議
Workshop on Optical Force Science （WOFS）
令和元年度 外国語指導助手の指導力向上研修

第4回日本リンパ浮腫治療学会学術総会

BINDS夏合宿2019

2019年9月～2020年1月開催予定の主な会議一覧

UBI研究会･HCI研究会合同実行委員会

Cold Spring Harbor Asia “Liver, Biology, 
Diseases & Cancer 2019”

令和元年度膜タンパク質研究会･新学術領域研究「高速分子動画法による
タンパク質非平衡状態構造解析と分子制御への応用」キックオフミーティング

　皆様のお力添えにより、淡路夢舞台は来年
20周年の節目を迎えます。淡路花博の開催
からも20年の歳月が経ち、これまで多くの
お客様にご来訪いただきました。2020年は
人と自然の共生を目指す取り組みをさらに発
展させ、情報発信・交流拠点としての機能を
強化させると共に、皆様への感謝を込めて
記念講演、花みどりフェアなどの祭典他、各
種イベントを実施いたします。現在、計画･
準備を進めており、詳細については次号の
アジェンダにて掲載予定です。

20周年記念事業準備中
　日米草の根交流サミット大会は、毎年日本とアメリカで交互に開催している
国際交流の場で、日米の市民が相互理解と友情を深め合うことによって、日
本とアメリカの友好関係を築くことを目的としています。
　CIEはジョン万次郎と彼を救助し米国で教育の機会を与えたホイットフィー
ルド船長、そして彼らの子孫の約180年継続する友情を原点として「草の根
交流」を促進しています。
　今年は6月25日から7月1日、開催地となった兵庫県に全米各地から総勢約
90名が集まりました。姫路市でのオープニング式典でサミット大会開会を皆で
祝った後、米国人参加者たちは兵庫県内12の地域に分かれ、それぞれの地

域のスタッフやボランティアによって用意された3泊4日の
ホームステイを含む分科会で交流を深めました。
　6月30日、兵庫県各地から続 と々米国人参加者及びそのホストファミリー、
分科会を主催した関係者、総勢300名以上が淡路夢舞台国際会議場に
集合し、各分科会の報告と共に大会の成功を祝いました。続いてウェスティン
ホテル淡路にレセプションを移し、淡路人形浄瑠璃と淡路島踊りの伝統芸能
を来場者全員が堪能し、最後の別れを惜しみました。夢舞台及び兵庫県の
皆様の多大なご協力の下、兵庫・姫路大会を締めくくるにふさわしい盛大な
式典となりました。

事務局長 青木 千佳
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淡路島なるとオレンジ
■開催報告■

画像提供（表紙見出し写真共）: 一般社団法人淡路島観光協会

　4月14日(日)、当社主催の「第4回
淡路花の茶会」が開催されました。
　生憎の空模様にもかかわらず
248名のお客様がご参会くださり、
お茶席のおもてなしだけでなく、地
元の食材を活かした心づくしの点
心席、選りすぐりの品を揃えた茶道
具展示、花と緑に囲まれながらの散
策などを楽しみつつ春の1日をゆっ
たりとお過ごしいただきました。
　これまでに皆様より頂戴した貴
重なご意見をもとに、さらにお楽し
みいただける茶会をご用意できる
よう、次回第5回の開催へ向け準
備を進めてまいります。

【ホームページ】 https://www.shuyu-stamprally.com
【お問い合わせ】 ※各事務所 平日9:00-17:00　定休日／土・日・祝日

【ホームページ】 http://www.yumebutai.co.jp/ （フェア詳細は9月末掲載予定）
　　　　※メニューは、仕入れ状況により変更する場合がございます。

◎瀬戸内しまなみ海道エリア…本州四国連絡高速道路株式会社 
　　　　　　　　　　　　　 しまなみ尾道管理センター ☎0848-44-3700
◎琵琶湖エリア…守山市総合政策部 地域振興･交通政策課 ☎077-582-1165
◎淡路島エリア…一般社団法人淡路島観光協会 　　　 　☎0799-22-0742
◎泉州･和歌山エリア…一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー ☎072-436-3440
　　　　　　　　　 和歌山市 政策調整部 政策調整課   ☎073-435-1013

　約300年前に発見された淡路島原産の固有種で、淡路島だけで生産され流通している
希少なフルーツ「淡路島なるとオレンジ」。かつて「花とミルクとオレンジの島」と呼ばれた
淡路島では盛んに栽培されており、他にはないさわやかな強い酸味、ほろ苦さと豊かな
香りが高く評価され、贈答品用の高級柑橘として「鳴門オレンジ」の名称で首都圏にも多く
出荷されていました。
　最盛期には年間2,800トンもの生産があった鳴門オレンジですが、消費者の好みが
次第に甘い品種へと移行し、生産者の高齢化などもあり、幻の柑橘と呼ばれるほどまでに生産量、栽培面積ともに激減しました。
この深刻な状況を受けて「食のブランド『淡路島』推進協議会」を中心に復活プロジェクトが立ち上がり、淡路島のブランドとして

の認知度を高め、新たに生産と消費の拡大を図るための取り組みが進められています。徳島藩による統治の
時代より慣れ親しまれた「鳴門オレンジ」の名称もこれを機に議論が行われ、歴史を刻んだ馴染み深い響き
を残しつつも淡路島特産のイメージをわかりやすく出した「淡路島なるとオレンジ」の統一名称で再出発し、
島のブランド食材に仲間入りしました。
　果汁たっぷりで香りの強さが特徴的な果実は加工に適しており、飲食関連業者が連携しながら新商品を
開発、ワークショップなどを重ねて多彩なメニューが誕生し、今年4月にウェスティンホテル淡路で開催され
た商品発表会では、スイーツ、リキュール、調味料など40を超えるメニューがお披露目されています。
　このほか、洲本のスイーツ店が独自に開発したマーマレードが5月の国際大会において約1,600点の作品
の中から最優秀賞に選ばれるなど、淡路島なるとオレンジはますます関心を集める食材となっており、今後
も資源保護、栽培技術の確立など復活への取り組みが一層推進され、その魅力と知名度の向上、さらには
地域の活性化へと期待が寄せられています。

淡路牛フェア
　まろやかな旨味と甘さが際立つ淡路牛を使った
特別メニューが期間限定で淡路夢舞台テラスレス
トラン＆ショップに登場。一昨年、昨年のフェアでも
多くの皆様からご好評をいただき、今年も開催されることとなりました。
　淡路牛100％のハンバーグやステーキなどが人気の「ハッピーハンバーグ」で
は、ジューシーに焼き上げた淡路牛サイコロステーキをご提供。新鮮な食材と共
にボリュームも評判の「海鮮料理きとら」では、ご自身でお好みの加減に陶板で
焼きながら召し上がっていただく淡路牛焼肉丼をご用意しており、ショップでは
お土産にも喜ばれる淡路牛のカレーや肉そぼろをお買い求めいただけます。
　各店舗が自信を持ってお届けする上質な味わいの淡路牛をこの機会に是非
お試しください。皆様のお越しをお待ちしております。
　　

淡路夢舞台 テラスレストラン＆ショップ

周遊スタンプラリー
　サイクリングの人気が全国的に高まりを見せる
中、西日本エリアの人気ルートにおいてスマート
フォンアプリを活用したスタンプラリーイベント「ス
マート光ライド2019」が7月に始まりました。
　元は瀬戸内しまなみ海道と琵琶湖の2地区連携
で、情報発信、相互交流、地域活性化などを図り実
施されていたものですが、今回は新たに人気上昇中
の淡路島と泉州･和歌山の2地区が加わりました。
上級者の方も、ご家族連れの方も幅広く楽しめるコースが設定されており、スマー
トフォンに｢いまどこ＋｣または「しまなみ海道」アプリをダウンロードすることで好
きなコースを好きな時間に、順序、場所を問わず自由に参加していただけます。
　各エリアで地域の魅力とコース走破の達成感が満喫できるこのイベントは9月
30日まで実施されており、参加方法、参加コースやチェックポイント、完走記念
品など詳しい情報は専用ホームページでご確認いただけます。

人気サイクルルート

　淡路夢舞台の海の玄関口 淡路交流の翼港よ
り、自然とアートの融合に彩られた瀬戸内の島
へチャーター船でご案内。瀬戸内国際芸術祭
2019も開催中のこの時期に、情緒ある美しい
風景に溶け込んだ芸術作品を巡りながら、柔ら
かな潮風と共に楽しい驚きと感動に満たされる
旅へ出かけてみませんか。

淡路夢ツアーズ アートを巡る瀬戸内感動体験

　　　　　　　　　【瀬戸内国際芸術祭】
　瀬戸内海に浮かぶ島 と々港を舞台に3年に一度開かれる現代アートの祭典。4回目
となる2019年は、春、夏、秋の3会期にわたり国内外の芸術家による213の作品が
公開される予定となっており、現代アートを通して、島で受け継がれてきた生活文化、
瀬戸内の豊かな自然と長い歴史に育まれた風土など様々な魅力を発信しています。
　　　　　　　　● 秋会期  9月28日(土)̶11月4日(月･祝)
　　　　　　　　● 公式サイト https://setouchi-artfest.jp/

【ご予約･お問い合わせ】 淡路夢ツアーズ（ウェスティンホテル淡路内）
営業時間／平日10:00-18:00　定休日／土・日・祝日　　　　　　　　　　

◎各ツアーの詳細は淡路夢ツアーズのホームページをご覧ください。
http://www.awaji-yumetours.com/

☎0799-74-1119

周辺施設のイベント情報

　　　　島全体が美術館のようなアートの聖地直島へ。地中美術館など代表的
な施設はもちろん、島中に散りばめられた数々の作品、垣間見える島の人々の暮
らしの中でさりげなく展示されたアートなど、気ままに足を運びつつご自由に散策
をお楽しみください。

犬島＆豊島アート日帰りツアー

9/26(木). 10/14(月･祝). 10/25(金). 11/2(土)

2

10 5
土

11▶
日
17

開催日
最少催行人数
料金

開催日
最少催行人数 料金

　　　　心和む豊かな自然と調和した個性的な作品で多くの観光客を惹き付け
る犬島＆豊島。ツアーでは人気の2島を巡り、近代産業遺産でもある銅の製錬所
跡を再生した「犬島精錬所美術館」と、古民家をリノベーションし外観もひときわ
目を引く「豊島横尾館」などへご案内します。多様な表情を見せる空間で、感性溢
れる現代アートの世界をご堪能ください。

                       20名　
           ￥15,000（税込）［昼食付き、犬島精錬所美術館／豊島横尾館入館料込み］

20名　         ￥11,000（税込）［お弁当・お茶付き］

第4回 淡路花の茶会


