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開催を終えて

おかげさまで20周年
ご愛顧ありがとうございます



　この度、第47回日本低温医学会総会と
第21回RFA・凍結療法研究会を2020年
9月18日(金)から19日(土) の2日間、兵庫県立 
淡路夢舞台国際会議場で併催開催をする
運びとなりましたのでご挨拶申し上げます。
　RFAはラジオ波焼灼術の略語で、腫瘍に
刺した針から電磁波を流して、腫瘍を焼き
切ってしまう治療です。一方、凍結療法は刺し
た針から氷を形成し、腫瘍を凍らして死滅
させる治療です。現在、RFA、凍結療法は
肝癌、腎癌の重要な治療法となっていますし、
今後は、様々な癌への適応拡大が期待されています。開催テーマは
「Bridge to the standard」です。本併催会議が少しでも凍結療法や
RFAの標準化に貢献できればと思っています。また、スポーツ医学や
卵子バンク、腫瘍免疫等、低温医学特有の話題も討論していきたいと
考えています。東京オリンピックの終わった後、熱い討論を淡路で期待
しています。

18-19 September 2020

山門 亨一郎

第47回日本低温医学会総会･
第21回RFA・凍結療法研究会　
大会長 (兵庫医科大学放射線
医学教室 主任教授）

開催に寄せて

4-5 July 2020

第26回日本看護診断学会学術大会
　2020年7月4日㈯5日㈰に第26回日本
看護診断学会学術大会を、兵庫県淡路市
夢舞台国際会議場で開催させていただく
ことになりました。大会テーマは「日本型看護
診断の夜明け－日本の臨床に根ざした看護
診断の創造－」です。超高齢社会を迎え、
私たち看護師の担うべき役割も拡大して
います。日本の歴史と文化を生かしつつ日本
の法制度の中で、私たち看護師が担うべき
責任は何かを、ご参加の皆様方とじっくり語り
合いたいと考えています。
　特別講演では、京都大学:カール・ベッカー先生に、日本人の死の
不安とそのケアについて、また東京大学:大西弘高先生に質の高い
看護実践の基礎である「臨床推論」について、ご講演いただきます。
教育講演では、関西看護医療大学:江川隆子先生より『質の高い
看護実践のために－今、改めて看護師の責任を問う－』、岐阜県立
看護大学：黒江ゆり子先生より『日本型「看護診断」誕生の道程と
これから』といった興味深いお話をお聴かせ頂く予定です。
　一方、第26回学術大会開催の地「淡路島」は、山海の豊かな自然
とその恵みにあふれています。「最高のリゾートアイランド」であり、伝統
産業の「お香」が生産される「香りの島」、花や緑で人を癒す「園芸の
島」でもあります。学術大会で最新・最高の知識を得、フリータイムに
は淡路島を満喫していただければ、頭も心も身体も大喜び！ご参加
くださった皆様の大きな力になることと思います。多くの方々のご来場
を心よりお待ちいたしております。

25-28 August 2019

　医療現場が想定内外の擾乱に対して限ら
れたリソースでうまく調整し、目的を遂行している
仕組みを解明し、うまくいくことを増やそうという
レジリエンス･エンジニアリング理論は、医療安全
の視点を大きく変えつつあります。2019年8月25
日に淡路夢舞台会議場にて開催したThe Resilient 
Health Care Conferenceは、エリック･ホルナゲル
教授をはじめ先駆的指導者8名による日本初の
系統的講義であり、本理論の我が国での発展
につながる貴重な機会となりました（参加者96名）。
続く26日から28日まで開催されたワークショップ 
The 8th Resilient Health Care Net Meetingでは、11か国から59名の
参加者を得て3日間にわたり、最新の研究成果について“short presentation, 
long discussion”をモットーに濃密な議論を展開しました。初めての
日本開催でしたが、参加者は早朝ウォーキングで百段苑からの絶景に
心洗われ、茶室で正座とお茶、折り紙にチャレンジし、毎日趣向を凝らし
たお食事に舌鼓を打ち、“日本のおもてなし”に感激されていました。当日
誕生日の参加者へのケーキを急遽ご準備下さるなど、柔軟にご対応

下さった淡路夢舞台国際会
議場カンファレンス部とWestin
ホテルの皆様、そしてご支援
賜りました兵庫県国際交流
協会の皆様に、心から御礼申し
上げます。

兵庫県立
淡路夢舞台国際会議場

館長 髙野 幸二郎

　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。
　当会議場は本年3月9日に開業20周年を迎えますが、ひとえにこれまで
支え育てていただいたお客様、関係者の皆様のおかげであり、心より感謝
申し上げます。
　長年にわたる土砂採掘で荒廃した自然を回復させ、人と自然が共生する
空間創造を目指した世界でも類を見ない環境創造型プロジェクトとして
淡路夢舞台は2000年に開業いたしました。それから20年の歳月が流れ、
情報発信･交流拠点として主要な役割を担う当会議場は、美しい自然に
囲まれた静かな環境のもと都市型コンベンションセンターとは一線を画した
「リゾート＆コンファレンス」をコンセプトにこれまで多くのお客様をお迎えさせ
ていただきました。様々な会議のお手伝いをさせていただく中で得ることが
できた経験やお客様との貴重なつながり、また全国の国際会議場職員が
共に状況改善･課題解決を図るために研鑽を積み重ねる研修会などを
通じて習得してきた知識や技能が財産となり現在に至っております。
　オリンピック･パラリンピックが開催される2020年は、昨年ラグビーワールド
カップで日本代表チームがもたらしてくれた熱気と感動そのままに日本全体
が盛り上がりを見せ、各地で新たな交流が生まれる活気ある1年となること
が見込まれますが、淡路夢舞台においても20周年を記念した様 な々イベント
が用意され、多くの方にお楽しみいただけるよう
準備が進められておりますので、是非足をお運び
いただければと存じます。皆様のご来場を心より
お待ちしております。
　これからも淡路夢舞台国際会議場はお客様か
ら寄せていただく信頼にお応えし、多様なニーズ
に対して質の高い確かなサービスと充実した会議
環境を提供できるよう、これまでの経験を大切に
活かしながら進化を続けてまいる所存です。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。

※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。

3月

5月

6月

7月

8月

9月

4月

2019年度 大腸菌システム生物学研究会
Osamu Nakamura Conference 2020
令和2年度 神戸常盤大学新入生オリエンテーション
2020年度 関西医科大学合宿研修
2020年度 新入生学外合宿
さきがけ「量子技術を適用した生命科学基盤の創出」領域班会議
第16回平成医療福祉グループ学会
溶接法研究委員会 第250回記念大会
さきがけ「革新的触媒の科学と創製」領域会議
2020年度 神経内科サマーキャンプ
第18回兵庫ライブデモンストレーション
新学術領域「シンギュラリティ生物学」領域会議
7th AWEST 2020
新学術領域研究「脳構築における発生時計と場の連携」第5回領域会議
第26回日本看護診断学会学術大会
第79回藤原セミナー「高強度場科学の展望」
生体機能研究会
自我状態療法国際認定トレーニング
第21回アジア太平洋フォーラム･淡路会議
幹細胞･細胞分化に関する合同リトリート
第15回明日のガンマナイフを担う会

第47回日本低温医学会総会・第21回RFA･凍結療法研究会
五国の恵みと思いを味わうごちそうの会
Wnt 2020
第2回ヤポネシアゲノム「くにうみミーティング」

The 21st Annual Symposium Japanese Society 
for the Advancement of Women's Imaging（JSAWI）

文部科学省私立大学研究ブランディング事業
セラピーアイランド淡路島の構築 成果発表会

CREST「構造生命」新規細胞膜電位シグナルの
構造基盤の解明 最終報告会
Ph. D. Students Workshop in Awaji
ITあわじ会議

第2回日本医学会連合リトリート
19年度 淡路島ゼミ合宿
新学術領域研究「光圧ナノ物質操作」計画班・公募班会議
「淡路夢舞台」開業20周年記念式典･記念講演会
ACCEL「元素融合を基軸とする物質開発と応用展開」

第2回日本医学会連合リトリート事務局
神戸学院大学経済学部
新学術領域研究「光圧ナノ物質操作」事務局
株式会社夢舞台
京都大学大学院理学研究科

大阪大学大学院医学系研究科

神戸大学大学院経済学研究科
兵庫県産業労働部産業振興局新産業課

関西看護医療大学

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科
大阪大学大学院工学研究科
神戸常盤大学
関西医科大学
大阪医科大学
国立研究開発法人科学技術振興機構
一般財団法人平成学術振興財団
一般社団法人溶接学会
国立研究開発法人科学技術振興機構
大阪大学大学院医学系研究科
第18回兵庫ライブデモンストレーション実行委員会
新学術領域研究「シンギュラリティ生物学」事務局
大阪市立大学大学院理学研究科
京都大学 ウイルス･再生医科学研究所
関西看護医療大学
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
神戸大学大学院医学研究科
一般社団法人 Ego State Therapy Japan　
公益財団法人ひょうご震災記念21世紀機構
神戸学院大学薬学部
医療法人慈恵会 新須磨病院

第21回JSAWI当番事務局

兵庫医科大学放射線医学教室
淡路花博20周年記念事業実行委員会事務局
大阪大学医学系研究科
京都大学医学研究科

2020年3月～9月開催予定の主な会議一覧

奥津 文子

関西看護医療大学
看護学部看護学科
教授

中島 和江

大阪大学医学部附属病院 
中央クオリティマネジメント部 
部長･教授・病院長補佐

第47回日本低温医学会総会・
第21回RFA･凍結療法研究会

　 2 0 2 0 年 9月2 2日～ 2 5日にEM B O  
Workshopならびに山田カンファレンスとして、
Wnt会議「Wnt 2020」が開催されます。Wnt
（ウイント）シグナルに関する研究は1970年代
のショウジョウバエ遺伝学的研究に端を発し、
1990年代半ばにWntシグナル伝達機構が
生物種を超えて保存されていることが明らか
になり、飛躍的に研究領域が拡大しました。
2000年以降は、ヒトの幹細胞機能や諸疾患と
の関連等も見出され、多くの研究者が参入
する生命科学および医学の大きな研究領域と
なっています。Wntに関する国際会議は、1990年代に少人数規模で
開始されましたが、その後世界中から研究者が参加するようになり、
現在ではWnt研究領域に欠かせない大きな情報交換の場となって
います。これまでは、米国とヨーロッパで交互に毎年開催されてきまし
たが、今回初めてアジアで開催されることになりました。Wnt会議では、
優れた研究を展開している専門家が一堂に会して、意見交換を行う
ため、内容は極めて学際的であり、本会議に出席することにより、Wnt
研究や生命科学研究の方向性を理解することができます。淡路の
豊かな自然の中で次の10年に向けた議論ができることを期待して
います。多くの方のご参加を心よりお待ちしています。

22-25 September 2020

菊池 章

大阪大学医学系研究科　
分子病態生化学
教授

開催に寄せて

Wnt 2020

　淡路夢舞台と「夢橋」でつながる淡路交流の翼港は、人と自然環境の
調和、人と人との交流空間の創造などの機能を備え、淡路夢舞台の海の
玄関口となっています。
　貴重な岩礁地帯であることに加え淡路島では数少なくなった自然海岸
が残っているこの海域は、速い潮流、透明度の高い海水など水生動植物の
生産、育成に適した環境が整っており、漁業活動も盛んに行われていたこと
から、建設にあたっては、美しい自然の保護、漁業との共存のため様 な々協議、
調整が重ねられました。潮流、海浜部の保全、生物の生態系などへの影響
が少なくなるよう設計された港は翼のような流線形が特徴的な人工島式
となっています。また公園としての景観形成にも配慮し、コンクリートの表面
には自然素材が施され親しみやすい雰囲気となるよう整備されました。
　海洋性レクリエーションの場としても、夢舞台のコミュニケーション都市
としての発展の一翼を担う
上でも重要な施設である
淡路交流の翼港は2018年
の台風により甚大な被害を
受け、その後長期にわたり
閉鎖されていましたが、この
たび復旧工事が完了し、再
び皆様にご利用いただける
ようになりました。

 

ご挨拶～20周年を迎えて～
開催を終えて開催に寄せて

たこフェリー跡地に
「淡路島 タコステ」オープン

　明石港と淡路島の岩屋港を
結び、たこフェリーの愛称で親し
まれた明石淡路フェリーは、地元
交通の要として半世紀以上に
わたり重要な役割を担ってきま
した。明石海峡大橋が開通した
後も、自動二輪利用者、歩行者等
の需要を満たし、引き続き運行されてきましたが、航路を取り巻く環境
変化は厳しく、2012年に惜しまれつつも廃線となりました。かつて多
くの人が行き交った岩屋地域では、近年は人口流出、少子高齢化など
の課題を抱え、商店街のにぎわいに翳りも見られるようになりました
が、乗り場跡地が再び住民や観光客の交流の場としての機能をもち、
地域活性化の拠点として生まれ変わるための取り組みが進められ、
今春新たな複合施設「淡路島 タコステ」の開業が予定されています。
　周辺には風情ある街並みが広がり、明石海峡大橋を一望できる
施設内には、海鮮料理を中心とした飲食店、産地直売所などのほか、
県内の大学との連携により、学生のアイデアを活かしながら地域の
課題解決、情報発信を行うためのスペースが設けられ、淡路島らしい
魅力を伝える施設から新たなにぎわい創出へつながることが期待され
ています。

The Resilient Health Care Conference / 
The 8th Resilient Health Care Net Meeting 2019

New!!淡路交流の翼港再開



第5回 淡路花の茶会

淡路花博20周年記念 
　 花みどりフェア
　‘人と自然のコミュニケーション’をテーマに開催
された国際園芸･造園博「ジャパンフローラ
2000」の開催から20年の節目となる2020年度、
自然再生の理念継承、豊かな暮らしの持続などの
実現に向け淡路島全体を舞台として地域の魅力
を発信する祭典が開催されます。
　会期は2020年秋と2021年春の2期に分かれ、秋期は2020年9月19日（土）
～11月3日（火）の46日間、春期は2021年3月20日（土）～5月30日（日）の72日間
にわたり実施。秋期のフェアでは地域資源を活用し、交流人口の拡大をめざす
‘暮らしの持続’をテーマに、淡路の豊かな食や自然を堪能し、歴史や文化を学ん
でいただく多彩なイベントが島内各地で繰り広げられます。
　メイン会場の1つとなる国営明石海峡公園･淡路夢舞台では、スポーツ、音楽
などを取り入れ、心と体の健康づくりや世界の人 と々の新たな交流へとつながる
ユニークなイベントも実施されます。

お得な助成金制度をご活用下さい
　昨年11月、公益財団法人中内力コンベンション振興財団の主催により、イベント
やコンベンション(国際会議)を通じて特に地域振興に貢献のあった3団体を表彰
する式典が行われました。同財団は兵庫県内へのコンベンション誘致による地域
活性化、文化向上などを目的に1996年に設立され、経済的支援を続けています
が、表彰事業は設立以来初めて行われ、下記3団体が各賞を授与されました。

淡路夢舞台開業20周年記念事業

●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

中内力コンベンション振興財団 地域振興貢献団体を表彰

《ひょうごコンベンション振興賞》 あわじ感染と免疫国際フォーラム
《こうべコンベンション振興賞》 一般社団法人 日本消化器関連学会機構
《中内力地域振興賞》 COMING KOBE

　皆様からのご愛顧に支えられ、淡路夢舞台は3月9日に開業20周年を迎えます。
年月を重ねるごとに輝きを増すよう設計された個性的な施設群は周囲の森と共に
未来へ向け成長を続けている途上ではありますが、記念となる20年目を迎える今
年、お世話になった方々への感謝を込めて各種記念事業を実施いたします。
　一度限りの特別イベントだけでなく、毎年継続して開催しているイベントにもさ
らなる趣向を凝らし、皆様のお越しをお待ちしております。

予定は順次更新されますが、フェアの詳細は下記公式サイトでご確認いただけます。　
https://www.awajihanahaku20th.jp/

国際会議場以外にも、隣接するウェスティンホテル、夢舞台展望テラス、
奇跡の星の植物館などで20周年を記念した商品、イベントなどをご用意しています。

　2016年より茶道裏千家淡交会淡路支部様の
ご協力のもとに毎年開催し、多くのお客様にご好
評をいただいております｢淡路 花の茶会｣を今年も
5月31日(日)に開催いたします。第5回となる今回
は、特別企画として島内の芸術家2名による伊賀
焼ならびに日本画作品の展示会が併催されるほ
か、開業20周年を記念し、ご参加の上アンケート
にご回答いただいた方々に夢舞台ならではのプレ
ゼントが当たる抽選も行われます。
　茶道に関わる方のみではなく普段茶道に馴染みのない方もどなたでもお申し
込みいただける会となっておりますので、お気軽にご参加いただき、初夏の爽やか
な風と眩い新緑を愛でながら、心づくしのおもてなしのお席をお楽しみください。

淡路

花の茶会
淡路

花の茶会
5月31日㊐
9:00～16:00
前売茶会券 5,000円
［植物館入館券付］

第5回

■■■■特 別 企 画
二人展「和の風韻」〈鶴来窯〉陶工 前田 幸一 氏、 〈燕喜堂〉画家 矢吹 芳寛 氏
《同時開催》 創業文化三年坪内壺山園による木地･竹器の茶道具展示販売会

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しております。
http://www.yumebutai.org

秋期  国営明石海峡公園･淡路夢舞台の主なイベント予定

国際会議場で開催されるイベント

☎0799-74-1000
 http://www.yumebutai.co.jp

【お問い合わせ】 株式会社夢舞台

　3月8日(日)に東京大学名誉教授の養老孟司氏をお迎えし、「自然と私たちの
これからの関係」についてご講演いただきます。講演会の後半は、会場の皆さん
とご一緒に「淡路夢舞台」の新たなステージについて考えるトークライブが行わ
れます。

2020年3月8日(日)  14:00～16:00 （受付開始13:00）
淡路夢舞台国際会議場2階 メインホール
養老 孟司 氏 （東京大学名誉教授）
《第1部》記念講演「自然と私たちのこれからの関係」
《第2部》会場のみなさんと養老先生とのトークライブ
　　　　    「新しい夢の舞台（ステージ）～淡路夢舞台～」
500名　

日  時
場  所
講  師

プログラム

定  員

記念式典･記念講演会

ウェスティンホテル淡路・・・ https://www.westin-awaji.com/
淡路夢舞台・・・・・・・・・・・・・ http://www.yumebutai.co.jp/
奇跡の星の植物館・・・・・・・ http://www.kisekinohoshi.jp/

各施設
ホームページ

　表彰式に続いては意見交換会が行われ、それぞれの活動状況や今後に
向けた取り組みなどについての歓談を通じ、和やかな雰囲気の中お互いの
交流が図られました。

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

11.32020年秋 9.19土 火
祝

5.302021年春 3.20土 日
祝

国営明石
海峡公園
エリア

世界中の人々が健康であり続ける社会の実現を目指して、豊かな自然を誇り
体感することのできる淡路島において“地方創生”“健康”“伝統文化の発信”に
基づき、国籍問わず誰でも参加することが可能な活気溢れる大会。

■UNDOKAI World Cup 　　　　　
　2020年10月

見頃の花々が咲き誇る明石海峡
公園において、園内ガイドツ
アー、草花の摘み取り体験、クラ
フト教室、花と緑に関するワーク
ショップなどを開催。

■秋のカーニバル（通期）

淡路島産食材を主材料とし、世界に誇る日本の伝統食「おむすび」の具のアイ
デアを競うイベント。来場者の投票により受賞者が決定。

■淡路市具-１グランプリ
　2020年11月3日（火　）祝

淡路夢舞台
エリア

安藤忠雄氏の建築空間の特徴であるコンクリート壁面に淡路島を題材とした
撮影スポットを制作。

■トリックウォールアート（通期）

認証食品を含む兵庫五国の自慢
の食材をセレクトし、素材の魅力
を味わう試食会。生産者の思いを
伝えるパンフレットを通し、守り
伝えたい豊かな五国の恵みをPR。

■五国の恵みと思いを味わうごちそうの会  
　2020年9月19日（土）

「世界」と「兵庫五国」の料理対決の趣向で県内有
名店が出店。様々な国の料理のほか、民族音楽や
パフォーマンスが楽しめるイベント。兵庫県出身の
デュオ「にこいち」と著名なアーティストが共演する
音楽イベントも開催。

■世界グッドストックFes・Live & Kitchen ～音楽と食の祭典～
   2020年10月（2日間）

前売茶会券（植物館入館券付）5,000円

◆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」

≪前売茶会券≫ 令和2年3月2日（月） 申込受付開始
受付は先着順となり、定員になり次第締め切らせていただきます。

※副席一席のみの当日呈茶券（500円、20枚限定）もございます。
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