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　本誌では、幸運にも主催者ユニフランス・フィルム・インターナ

ショナルのダニエル・トスカン・デュ・フランティエ氏、今回上映

の作品『セックス・イズ・コメディー』のカトリーヌ・ブレイヤ監

督、その主演女優で、日本では『ニキータ』で知られるアンヌ・パ

リローさんにお話を伺うことができました。「未公開の、最新のフィ

ルムをお持ちしました。ジャンルも様々で、老若男女を問わず多く

の方に合ったフィルムがあるはずです。自分のお好みの作品をお楽

しみください」とトスカン氏。確かに上映作品ラインナップをみて

も、ブレイヤ監督作品のように文芸的なものからアクション物まで

多く並んでいます。サッカーW杯・フランス代表チームを見ても

分かるように、フランスは多民族国家。それが映画の多様性になっ

て現われてくるのでしょうか。トスカン氏は語ります「それはある

と思います。フランスにはルーツをアフリカに持つ人もいれば、ア

ジアの人もいます。海洋の島国からの人もいます。そして、そのこ

とがフィルムの“豊かさ”になっています。そこから生まれるフィ

ルムは芸術性の高い作品があれば、エンターテインメントたっぷり

のものもある。それぞれが違うスピードで共存しているから面白い

のです。」 

“世界共通言語”としての映画 

　制作者の立場からはどうなのでしょうか。「興行的にはともかく、

監督として私は、長く残る、文化を感じさせる作品を創っていきた

いのです」とおっしゃるブレイヤ監督。対して女優のアンヌさんは

「映画の良さは見る人それぞれが感じるもの。例えば女優を見るだ

けでも満足できる映画だってある」と続けます。どうやら映画が“世

界共通言語”と呼ばれるのは、こういった点に秘密があるようです。

「フィルムはストーリーのオリジナリティで語るもの。そこには国

籍が違っても世界の人々に共通するユニバーサルな、普遍的な感情、

感動があるはずです。だからこそフランス人の創ったフィルムが、

こんなに多くの日本の、横浜の映画ファンに愛されるのです」とト

スカン氏。 

フランス映画と横浜の親密な関係 

　ところで横浜でのフランス映画祭、フランスではどう評価されて

いるのでしょう。これにはブレイヤ監督、アンヌさん、揃って答え

てくれました。「フランスではとても有名な映画祭になっています。

というより、監督も俳優もみんな横浜へ来たがっていますよ」との

こと。「我々のフランス映画界にとっては、カンヌと並んで世界で

も重要な映画祭と位置付けています。事実、この映画祭が始まって

からフランス映画をご覧になる日本のファンの数は着実に増えてい

ますし、映画祭で好評だった作品の配給が決まり、日本のみならず

アジア各国でも成功を納めたケースがたくさんあります。横浜の、

日本のファンは、映画のその場の楽しみだけでなく、深いものを求

めていて、それを受け止めて評価してくれるからでしょう」とトス

カン氏。リュミエ－ル兄弟の業績を記念した映画研究所がフランス

の港町リヨンにあるのですが、なんと、リヨンは横浜の国際姉妹都

市。海外へ旅立つ港と、日本の玄関としていち早く海外の文化に接

し受け入れてきた港。フランス映画と横浜の仲の良さは、当然のこ

とだったのかも知れませんね。 

違うスピードで共存している、 
だからフランス映画は愉しい 

01.作品上映やサイン会の他、館内の随所
に映画のポスターやフランスの俳優達の写
真パネルが飾られ、パシフィコ横浜はフラン
ス映画一色となった。 

02.フランス映画について熱心に語る、主
催者ユニフランス代表のトスカン氏。映画
にかける情熱は俳優、監督たちにひけをとら
ない。 

03.フランス代表団長を努めたジャンヌ・モ
ローさん。もちろんオープニング上映を飾っ
たのは、現役のトップ女優としての彼女の
新作だ。 

04.表情豊かにインタビューに応えてくれた
カトリーヌ・ブレイヤ監督(左)と、アンヌ・パリ
ローさん。やっぱり魅力的でした。 

オープニングセレモニーのフィナーレは来日オールキャストによ
る舞台あいさつ。つめかけたファンは皆、目を奪われていました。 

ミューズ降臨！パシフィコがカルチェ・ラタンになった！ 
第10回フランス映画祭横浜2002（2002.6.19   6.23 会議センターメインホール） 

リュミエール兄弟が映画を発明して以来100年余り、常に世界の映画界をリードし続けるフランス映画。そんなフランス映画

の最新作20数本を、一度に紹介してくれるこの催しは、横浜の、いや日本中の映画ファンにとって、年に一度のフランスから

の贈り物となっています。記念すべき10回目の今回は、ジャンヌ・モロー、シルヴィー・ヴァルタン、イザベル・ユペール、クロー

ド・ルルーシュ、ジャン＝ジャック・ベネックスをはじめとする豪華な顔ぶれの来日で、例年にもまして華やかな開催となりました。 

パシフィコ横浜は、往年の名
画ファンから若いファンまで
開演前から超満員の賑わい。 



8月7日（水） 国立大ホール 

第26回全国高等学校総合文化祭・神奈川大会 
総合開会式 

　　　入場料：無料　参加申込み方法：事前申込ですが、詳細は問い合わせ先に。

お問い合せ先住所：〒220-0073　神奈川県横浜市西区岡野1-5-8県立横浜平沼高

校内　第26回全国高等学校総合文化祭神奈川県実行委員会事務局　電話番号：

045-290-7531～2　FAX：045-290-6474　URL：http://www.pref.kanagawa.jp/ 

osirase/kokokyoiku/kobunsai/index.htm　e-mail    zksbunka.92@pref.kanagawa.jp

10月3日（木）～5日（土） 展示ホール 

ワールド・ライティング・フェア 
in TOKYO 2002

　　　入場料：￥3,000　参加申し込み：当日会場で入場券をご購入ください。事

前申込についてはお問い合わせください。　お問合せ：ワールド・ライティング・

フェア in TOKYO運営委員会事務局　〒156-0052　東京都世田谷区経堂5-28-20

電話番号：03-3706-5687　FAX：03-3706-6766　URL：http://www.wlf.co.jp 

e-mail：wlf@wlf.co.jp

　テレビ、舞台、映画、テーマパーク、店舗、

建築など広くエンターティンメント業界及

び商業施設の演出表現に関わる照明器具、

機器、什器等を一堂に集めた大規模なも

ので、世界的にも注目される展示会です。

セミナーも開催され、7回目を迎える今年は、

国内外から60を超える企業・団体の出展、2万人を超える来場者が予想さ

れています。 

　甲子園、インターハイと並んで、高校生

たちの熱い夏を彩る全国高等学校総合

文化祭が、神奈川県で開催されます。「文

化部のインターハイ」とも呼べるこの大会

では、神奈川のみならず、中国・韓国・アメ

リカ・インドネシアの高校生たちが、日常の

文化・芸術活動で培った、若 し々い感性とエネルギーに溢れた舞台が展開

されます。 

パシフィコ横浜で開催されるイベントを紹介します。 

pick up events convention calendar
7月 8月 

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2002

7月23日（火）～25日（木） 展示ホール 

7月27日（土）～28日（日） 会議センター・国立大ホール 

ＪＣサマーコンファレンス2002

　混沌とした経済、そして日本という国。

ここから出発（たびだつ）ために今、

企業は、個人は何をすべきなのか？各

界にて活躍中のリーダーたちが熱く語り、

全国に対する行動宣言を行います。講

師は鳥取県知事　片山善博氏、サンモ

リッツ社長　アレン・マイナー氏、松井証券社長　松井道夫氏、西

川りゅうじん氏。また、麻生太郎氏、鳩山由紀夫氏はじめ国会議員

の皆様にもご参加いただきます。 

　　　入場料：無料　参加申し込み方法：当日受付　お問合せ：横浜市西区みなとみ

らい1-1-1　パシフィコ横浜 横浜国際協力センター５階　電話番号：045-223-6012　FAX：

045-223-6013　e-mail：samakon@asduskin.co.jp<mailto:samakon@asduskin.co. jp> 

8月24日（土）～29日（木） 会議センター ほか 

第12回世界精神医学会（ＷＰＡ）横浜大会 

　“心の世紀”といわれる21世紀の始

めに、アジアで初めて開催される精神

医学会で、’94年に開催された国際エイ

ズ会議に次ぐ大規模なものです。世界

100カ国から約 8000 人の精神医学、

医療関係者が集まり、「手をつなごう

心の世紀に」をテーマに、精神医療に携わるすべての人々、市民、

当事者も含めた、メンタルヘルスの向上を目指して、シンポジウム、

ワークショップ、展示会などが展開されます。 

　　　 参加申し込み方法：当日受付可。お問合せ：大会事務局 〒107-0052 東京

都港区赤坂9-5-24 赤坂日本ビル（株）コンベンションリンケージ内　電話番号：

03-5770-5549　FAX：03-5770-5580　 e-mail：info@wpa2002yokohama.org

開催日 催事名 内容 連絡先 

月 

7
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Microsoft Tech・Ed 2002 Yokohama
参加対象：一般公開 事前申込要　 
有料　90,000円～（6/7まで。6/8から100,000円～） 

7.3（水） 
 
～7.5（金） 

「リングの会」オープンセミナー 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300 
有料　5,000円 

7.6（土） 

第7回光エレクトロニクス･光通信国際会議 
参加対象：一般公開　来場者数：2,800 
有料 

7.8（月） 
 
～7.12（金） 

公開かながわ乳がん市民フォーラム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500 
無料 

7.13（土） 

国際環境フォーラム2002
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000 
有料　5,000円 

7.14（日） 

54th IETF Meeting
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000 
有料　事前US$450 当日US$600

7.14（日） 
 
～7.19（金） 

光計測シンポジウム2002
参加対象：一般公開　来場者数：500 
無料 

7.17（水） 

光ナノテクフェア2002
参加対象：一般公開　来場者数：25,000 
無料 

7.17（水） 
 
～7.19（金） 

'02画像センシング展 
参加対象：一般公開　来場者数：25,000 
無料 

7.17（水） 
 
～7.19（金） 

第8回画像センシングシンポジウム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,500 
有料　20,000円 

7.17（水） 
 
～7.19（金） 

2002神奈川全私学（中・高）展 
参加対象：一般公開　来場者数：15,000 
無料 

7.20（土） 

参加対象：一般公開　来場者数：16,000 
有料　4,800円 

7.20（土） 
 
～7.21（日） 

コミックワールド＆ワールドホビーフェスティバル横浜 
参加対象：一般公開 　来場者数：3,000 
有料　700円 

7.21（日） 

松田聖子コンサートツアー2002
参加対象：一般公開　来場者数：4,500 
有料　6,930円 

7.24（水） 

社団法人自動車技術会 2002年春季大会 
参加対象：一般公開　来場者数：3,000 
有料　5,000円 

7.23（火） 
 
～7.25（木） 

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2002
参加対象：一般公開　来場者数：30,000 
無料 

7.23（火） 
 
～7.25（木） 

JC サマーコンファレンス　2002
参加対象：一般公開　来場者数：8,000 
無料 

7.27（土） 
 
～7.28（日） 

2002 日産部品東京神奈川販売 お客様 大感謝祭 
参加対象：一般公開　来場者数：4,000 
無料 

7.27（土） 
 
～7.28（日） 

WBA世界ミニマム級タイトルマッチ 星野敬太郎×同級1位 
参加対象：一般公開　来場者数：3,000 
有料　5,000円～30,000円　 

7.29（月） 

第8回国際レーザー歯学会／第14回日本レーザー歯学会 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500 
有料　20,000～55,000円 

7.31（水） 
 
～8.2（金） 

エネルギーソリューション＆蓄熱フェア 
参加対象：一般公開　来場者数：18,000 
無料 

7.31（水） 
 
～8.2（金） 

看護実践セミナー 
参加対象：関係者のみ　来場者数：700 
有料　15,000円 

8.3（土） 
 
～8.4（日） 

ジャストカット2002
参加対象：一般公開 事前登録要　来場者数：2,000 
有料　2,000円 

8.5（月） 
 
～8.6（火） 

教育ソリューションフェア2002/併設セミナー 
「教育改革対応セミナー」  
参加対象：一般公開　来場者数：50,000　有料　1,000円 

8.5（月） 
 
～8.7（水） 

第26回全国高等学校総合文化祭・神奈川大会 
総合開会式  
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,000　無料 

Microsoft Tech･Ed 2002 Yokohama 登録事務局 
TEL : 03-5804-4446　FAX : 03-5804-4456 
http://www.microsoft.com/japan/teched/

Microsoft .NET を実現するためのテク
ノロジとノウハウのすべてが集結するテ
クニカルカンファレンス 

株式会社保険企画 
TEL : 044-555-6211　FAX : 044-555-6777 
http://ring-web.net/os

保険業界の代理店・社員の勉強会 

財団法人日本学会事務センターOECC2002事務局 
TEL : 03-5814-5800　FAX : 03-5814-5823 
http://www.bcasj.or.jp/oecc2002/

学術会議 e-mail:oecc@bcasj.or.jp

トーレラザール・マッキャン内「かながわ乳がん市民フォーラム」事務局 
03-3547-0599（土・日・祝日を除く10:00～17:00） 
http://www.kbcts.gr.jp/

乳癌患者様が十分に納得し治療を受け
られるよう積極的な参画を促すことを目
的とする 

株式会社地球環境秀明 
TEL : 055-981-7337　FAX : 055-981-7340 
 

環境微生物博士高島康豪とフジモリ元
ペルー大統領の講演とパネルディスカッ
ション 

株式会社イーサイド 
TEL : 03-3585-8161　FAX : 03-3585-8162 
http://www.ietf.org/

インターネットの標準化を定める国際会
議 e-mail:info@e-side.co.jp

日本光学測定機工業会 
TEL : 03-3435-8083　FAX : 03-3435-8083 
http://www2.ocn.ne.jp/̃joma

光計測についてその方法と応用 

日本光学測定機工業会　日本光学測定機工業会03-3435-8083／日本精密測定機器 
工業会03-3434-9957／日本光学測定機工業会03-3435-8083／日本精密測定機器工業会03-3434-1695 
http://www2.ocn.ne.jp/̃joma

日本で唯一の光学測定機器及び精密測
定機器並びに関連製品の総合展示会 

株式会社精機通信社　営業部 
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519 
http://www.opi.ab.psiweb.com/sensing/

画像処理に関する機器・システムを製品
本意のテーブルトップディスプレイで展示 

画像センシング技術研究会 
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519 
http://ssii.on.arena.ne.jp/

広い分野から研究者が一同に会し、画像
技術の研究開発について討論する場を
提供 

神奈川県私立中学高等学校協会 
TEL : 045-321-1901　FAX : 045-321-6008 
http://plaza.people.or.jp/phsk/

県内139の私立中学・高等学校の学校
紹介 

ネオロマンス　フェスタ事務局 
TEL : 03-5549-9088（7/19まで 月～金 10:00～17:00） 
http://www.gamecity.ne.jp/media/event/event_top.htm

『アンジェリーク』及び『遙かなる時空の
中で』ファンに向けたイベント 

エスイー株式会社 
TEL : 044-755-8833　FAX : 044-755-7530 
http://www.comicworld-jp.com又はhttp://www.whf-jp.com

マンガ・フィギュア＆TOYの展示即売会 

株式会社ケーエムミュージック 
TEL : 045-201-9999 
 

コンサート 

社団法人自動車技術会　技術・交流グループ 
TEL : 03-3262-8214　FAX : 03-3261-2204 
http://www.jsae.or.jp

学術講演会、フォーラム等 

社団法人自動車技術会　技術・交流グループ 
TEL : 03-3262-8214　FAX : 03-3261-2204 
http://www.jsae.or.jp

自動車に関する技術の展示会 

社団法人横浜青年会議所 
TEL : 045-785-5933　FAX : 045-701-9688 
http://www.jaycee.or.jp/2002/samakon/

シンポジウム 

日産部品東京神奈川販売株式会社 
TEL : 03-3758-5524　FAX : 03-3759-5133 
 

自動車用品・部品・機械工具の商品展
示と販売 

花形ボクシングジム 
TEL : 045-932-0980　FAX :045-933-6081 
 

世界ミニマム級タイトルマッチ 
（ボクシング） 

日本コンベンションサービス 第8回国際レーザー歯学会事務局 
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-0820 
http://www2.convention.co.jp/isld8/

レーザーの歯科治療への応用に関する
研究発表 
e-mail:isld@convention.co.jp

蓄熱フェア事務局 
TEL : 03-5220-3579　FAX : 03-3212-2258 
 

省エネルギー性・環境性・経済性に富ん
だ電気の使い方を提案する展示会 

照林社 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577 
 

ナースを対象とした学術会議 

株式会社きくや美粧堂 
TEL : 03-3748-0200 
http://www.kikuya-bisyodo.co.jp

ヘアカットコンテスト 

日本教育新聞社 
TEL : 03-3461-3588　FAX : 03-3780-0080 
http://www.kyoiku-press.co.jp/

教育セミナーと企業展示 

第26回全国高等学校総合文化祭 神奈川県実行委員会 事務局（神奈川県教育庁高校教育課 横浜駐在事務所） 
TEL : 045-290-6473　FAX : 045-290-6474 
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/kobunsai/index.htm

神奈川県を中心とした高校生及び海外
の高校生による合唱・演劇・郷土芸能な
どの発表 

8.7（水） 
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pick up!・・・イベント内容についてはP.4をご参照下さい。 
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会議・コンベンション 大会・式典・その他 展示会 イベント・コンサート 
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　今や世界をリードする日本の自動車産業。華やかな表の顔がモー

ターショーだとしたら、こちらは、そのコア（核）となる技術の展

示会です。とりわけ、自動車にはガソリン燃料に代わる燃料電池の

開発など、エコロジーの観点からの時代の要請があります。それに

対する最新の解答が、これ！国内自動車メーカー全社、及び国内外

の部品メーカー、情報ソフト・計測機器などの関連企業も含めて、

自動車に関する最先端の技術が紹介されます。展示には、もうお馴

染みのものになりつつあるハイブリッド車や燃料電池車、実用間近

のIT&ITSカーなど次世代自動車が登場。また、そうした次世代自動

車の開発を支える「軽量化技術コーナー」「安全技術体験コーナー」「車

両電圧42ボルト化」などのコーナーも展開。見て、触れて、21世

紀のテクノロジーを体感していただけます。「エンジン・ミッション

カットモデルコーナー」｢四輪・二輪レーシングマシンコーナー｣｢ビ

デオ上映コーナー｣等も、モーターファンなら見逃せません。 

　　　入場料： 無料　お問い合わせ：〒102-0076　東京都千代田区五番町10-2　

社団法人　自動社技術会　電話番号： 03-3262-8214　ファックス番号： 03-3261-

2204　URL：http://www.jsae.or. jp/04exhb/exhibit .html　e-mail：

tenjikai@jsae.or. jp
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第28回日本看護研究学会学術集会 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000 
無料 

8.8（木） 
 
～8.9（金） 

アーロン・クォック　ジャパンツアー2002
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,000 
有料　S席7,350円A席5,250円 

8.17（土） 

日本病院薬剤師会　関東ブロック第32回学術大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000 
有料 

8.17（土） 
 
～8.18（日） 

パシフィコ横浜 BIGフリーマーケット 
参加対象：一般公開　来場者数：5,000 
有料　200円 

8.18（日） 

第3回インターネット＆教育支援システム展2002
参加対象：一般公開　来場者数：20,000 
有料　1,000円（事前登録無料） 

8.19（月） 
 
～8.21（水） 

第12回世界精神医学会横浜大会 
参加対象：関係者のみ（ただし市民公開講演有）　来場者数：8,000 
有料　6,000円（医師）他 

8.24（土） 
 
～8.29（木） 

日本精神神経学会創立百周年記念式典・講演会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000 
無料 

8.24（土） 

第98回日本精神神経学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000 
有料　学会員5,000円 

8.26（月） 

What's UP! in Yokohama
参加対象：一般公開　来場者数：30,000 
有料　1,000円 

8.31（土） 
 
～9.1（日） 

かながわ就職面接会 
参加対象：一般公開　来場者数：2,500 
無料 

9.5（木） 

第9回　フナイ・オープン・ワールド　2002
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：9,000 
有料　6,300円 

9.7（土） 
 
～9.8（日） 

私学・私塾フェア2002　私立中･高進学相談会 
参加対象：一般公開　来場者数：7,000 
無料 

9.16（月） 

第1回咀嚼と健康国際会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500 
有料　30,000円 

9.16（月） 
 
～9.18（水） 

ヤマハゴスペルナイト2002
参加対象：一般公開　来場者数：5,000 
有料　前売2,500円 当日3,000円 

9.21（土） 

世界旅行博2002
参加対象：一般公開　来場者数：80,000 
有料　1,200円 

9.20（金） 
 
～9.22（日） 

第23回　CMS学会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000 
無料　 

9.23（月） 

The 2002 JavaOneSM Conference in Japan
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：7,000 
有料　事前：98,000円　当日：128,000円 

9.25（水） 
 
～9.27（金） 

第38回　日本赤十字社医学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000 
有料 

9.26（木） 
 
～9.27（金） 

第25回在宅経腸栄養（HEN）研究会 
第17回在宅静脈栄養（HPN）研究会　合同研究会  
参加対象：関係者のみ　来場者数：500　有料　3,000円 

9.28（土） 

ワールド・ライティング・フェア IN TOKYO 2002
参加対象：一般公開　来場者数：20,000 
有料　3,000円 

10.3（木） 
 
～10.5（土） 

第57回日本大腸肛門病学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000 
有料　12,000円 

10.4（金） 
 
～10.5（土） 

整形外科手術とリハビリテーション 
参加対象：関係者のみ　来場者数：300 
有料　15,000円 

10.6（日） 

2002年IEEE/PESアジア・太平洋地域 
送配電技術国際会議  
参加対象：一般公開　来場者数：3,000　有料　1,000円 

10.6（日） 
 
～10.10（木） 

SEWC（世界構造技術者会議）2002
参加対象：関係者のみ（展示会のみ一般公開：事前申込要）　来場者数：3,000 
有料　60,000円 

10.10（木） 
 
～10.12（土） 

第4回ワールドデンタルショー2002
参加対象：関係者のみ　来場者数：50,000 
無料 

北里大学　看護学部内　学術集会事務局 
FAX : 042-778-9814 
http://www.nrs.kitasato-u.ac.jp/linkage/

メインテーマ：リンケージ～看護実践の
拠りどころとなる研究～ 

AEIC JAPAN 
TEL : 03-5287-5530　FAX : 03-5287-5531 
http://www.asiaeic.com/aaron.htm

コンサート 

北里大学東病院薬剤部内 
TEL : 042-748-9111（内線2026） 
FAX : 042-746-8906 
 

学術会議 

東京リサイクル運動市民の会 
TEL : 03-3384-6666　FAX : 03-3384-0672 
http://www.trx.jp/

屋内で行う約420店の大型フリーマーケ
ット 

日刊工業新聞社　総合事業局　イベント第2部 
TEL : 03-3222-7014　FAX : 03-3222-7028 
http://www.nikkan.co.jp/eve/02inter_edu/index.html

教育機器・ネット関連の展示、カンファレ
ンス・セッション、ワークショップ 

第12回世界精神医学会横浜大会事務局 
TEL : 03-5770-5549　FAX : 03-5770-5580 
http://wpa2002yokohama.org

医学会 

社団法人日本精神神経学会 
TEL : 03-3814-2991　FAX : 03-3814-2992 
 

日本精神神経学会創立100周年記念式
展と記念講演会 

社団法人日本精神神経学会 
TEL : 03-3814-2991　FAX : 03-3814-2992 
http://www.jspn.or.jp

医学会 

リサイクルクラブスリーＲ 
TEL : 042-709-4702（PM13:00～18:00）　FAX : 042-709-4703 
http://www.whatup-y.com

エンジョイフリーマケット　ブランドアウト
レット・タレントショー 

神奈川労働局職業安定部職業安定課 
TEL : 045-650-2646　FAX : 045-650-2804 
 

企業人事担当者と大学等卒業予定者・
未就職卒業者との合同就職面接会 

フナイ・オープン･ワールド事務局 
TEL : 03-5483-8077　FAX : 03-5483-8079 
http://www.funaisoken.co.jp

講演会・展示会 

株式会社　神奈川学習センター　ＫＧＣ教研 
TEL : 0468-33-1117　FAX : 0468-33-1119 
 

神奈川･東京の私立学校受験･進学を目
指す生徒･児童の為の進学相談会 

東京医科歯科大学　分子細胞機能 
TEL : 03-5803-5575　FAX : 03-5803-0212 
 
 

歯科系国際会議 

ヤマハ株式会社 
TEL : 03-5488-5466　FAX : 03-5488-6668 
http://www.yamaha-ongaku.com

5000人によるゴスペルナイト 

世界旅行博2002実行委員会事務局 
TEL : 03-5332-3624　FAX : 03-3360-2460 
http://www.wtf.co.jp/

国内外の海外旅行、観光機関が出展、
海外旅行情報を提供（過去実績:63ｶ国
出展） E-mail:wtf1@tjnet.co.jp

板橋中央総合病院グループ 
TEL : 03-3965-5971　FAX : 03-3965-5991 
 

企業内学術発表会 

the 2002 Java One Conference in Japan運営事務局（キースリーメディア・イベント株式会社） 
TEL : 03-5549-1313　FAX : 03-5549-1348 
http://www.java.sun.com/javaone/

Java技術者向け講演・展示会 

横浜赤十字病院 
TEL : 045-622-0101　FAX : 045-622-0106 
http://www.congre.co.jp/sekizyuzi38

医学等における学術発表 

北里大学東病院　消化器内科 
TEL : 047-748-9111 ext.2128 
FAX : 042-749-8690 
 

医学講演会 

ワールド・ライティング・フェア IN TOKYO 運営委員会事務局 
TEL : 03-3706-5687　FAX : 03-3706-6766 
http://www.wlf.co.jp

演出表現に関わる照明器具等の展示会 

株式会社サンプラネット 
TEL : 03-3818-1298　FAX : 03-3813-7838 
http://plaza.umin.ac.jp/̃daiko57

医学会 

照林社 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577 
 

ナースを対象とした学術会議 

IEEE/PES T&D 2002 実行委員会 
TEL : 045-613-6501　FAX : 045-613-7098 
http://www.ics-inc.co.jp/t-d2002ap

電力の送配電技術に関する電気機器・
解析計算ソフトウェア等の展示会及び
学術発表 

株式会社イベント&コンベンションハウス 
TEL : 03-3255-7358　FAX : 03-3255-7377 
http://sewc2002.gr.jp

構造技術者の職能と技術の両面につい
ての講演と論文発表 

株式会社アイシーエス企画　エクスポジション営業部 
TEL : 03-3263-6881　FAX : 03-3263-7537 
 

歯科機材・情報に関するトレードショー 10.18（金） 
 
～10.20（日） 
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第3回エコー・ウォーカソン2002イン横浜 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：6,000 
有料　1,000円 

10.20（日） 

小柳ゆき　コンサート 
参加対象：一般公開　来場者数：4,500 
有料　5,775円 

10.30（水） 

第7回塑性加工国際会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,600 
有料　60,000円 

10.28（月） 
 
～10.31（木） 

LCD/PDP International 2002
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：40,000 
有料　2,000円 

10.30（水） 
 
～11.1（金） 

横浜骨董ワールド 
参加対象：一般公開　来場者数：7,500 
有料　1,000円 

11.2（土） 
 
～11.4（月） 

かながわ技能フェスティバル第34回技能コンクール 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,000 
無料 

11.4（月） 

平成14年度　第44回南関東ブロック会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：180 
無料 

11.8（金） 

旭川家具横浜展　2002
参加対象：一般公開　来場者数：3,000 
無料 

11.7（木） 
 
～11.9（土） 

第15回日本呼吸療法医学会セミナー 
参加対象：関係者のみ　来場者数：270 
有料　10,000円 

11.9（土） 

エキスパートナース・フォーラム2002 
「褥瘡・嚥下障害へのアプローチ」  
参加対象：関係者のみ　来場者数：500　有料　6,000円 

11.10（日） 

日本地震学会　2002年度秋季大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500 
無料 

11.11（月） 
 
～11.13（水） 

第15回国際超電導シンポジウム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：900 
有料　50,000円 

11.11（月） 
 
～11.13（水） 

参加対象：一般公開　来場者数：72,000 
有料　1日券1,000円/3日間券2,000円 

11.14（木） 
 
～11.16（土） 

看護論実践セミナー 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000 
有料　15,000円 

11.17（日） 

Embedded Technology 2002
参加対象：関係者のみ　来場者数：18,000 
有料　1,000円 

11.20（水） 
 
～11.22（金） 

第50回民間放送全国大会 
参加対象：関係者のみ（一部一般公開：事前申込要）　来場者数：1,500 
 

11.25（月） 
 
～11.26（火） 

Security Solution Expo 2002
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：30,000 
有料　2,000円 

11.27（水） 
 
～11.29（金） 

第52回アレルギー学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,500 
有料　15,000円 

11.28（木） 
 
～11.30（土） 

国際ユニバーサルデザイン会議2002
参加対象：一般公開　来場者数：5,000 
有料/無料　初日無料/通し30,000円 

11.30（土） 
 
～12.4（水） 

ホットロッドカスタムショー2002
参加対象：一般公開　来場者数：8,000 
有料　3,000円 

12.1（日） 

'02国際画像機器展 
参加対象：一般公開　来場者数：20,000 
無料 

12.4（水） 
 
～12.6（金） 

褥瘡ケア最前線 
参加対象：関係者のみ　来場者数：700 
有料　15,000円 

12.8（日） 

第25回日本分子生物学会年会 
参加対象：関係者のみ（公開講座は一般公開）　来場者数：8,000 
有料　非会員当日10,000円 

エコー・ウォーカソン実行委員会事務局 
TEL : 03-3545-0084　FAX : 03-3545-5155 
http://www.achilles-shoes.com/home/bland/ecco/news

株式会社ケーエムミュージック 
TEL : 045-201-9999 
 

社団法人日本塑性加工学会 
TEL : 03-3435-8301　FAX : 03-5733-3730 
http://www.jstp.or.jp

日経BP社 LDP/PDP International 事務局 
TEL : 03-5210-7044　FAX : 03-5210-7014 
http://expo.nikkeibp.co.jp/lcd/

横浜骨董ワールド事務局 
TEL : 0428-86-2950　FAX : 0428-86-2952 
www.kottouworld.com

神奈川県商工労働部産業人材課　技能振興班 
TEL : 045-210-5718　FAX : 045-201-6952 
 

社団法人　神奈川県専修学校各種学校協会 
TEL : 045-312-2221　FAX : 045-312-5697 
 

旭川家具工業協同組合 
TEL : 0166-48-4135　FAX : 0166-48-4749 
http://www.asahikawa-kagu.or.jp

日本呼吸療法医学会セミナー委員会 事務局 
高知医大麻酔科内 
FAX : 088-880-2475

照林社 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577 
 

横浜市立大学 
TEL : 045-787-2344　FAX : 045-787-2344 
 

財団法人　国際超電導産業技術研究センター 
TEL : 03-3431-4002　FAX : 03-3431-4044 
http://www.istec.or.jp/ISS/ISS.html

株式会社パッチワーク通信社内キルトウィーク事務局 
TEL : 03-3816-5529　FAX : 03-3816-4467 
 

照林社　講演会事務局 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577 
 

CQ出版株式会社 
TEL : 03-5395-1465　FAX : 03-5395-3911 
http://www.jasa.or.jp/et/

社団法人　日本民間放送連盟 
TEL : 03-5213-7711　FAX : 03-5213-7703 
 

日経ＢＰ社 
TEL : 03-5210-7111　FAX : 03-5210-7036 
http://expo.nikkeibp.co.jp/secu-ex/

株式会社サンプラネット 
TEL : 03-3818-1298　FAX : 03-3813-7838 
 

国際ユニバーサルデザイン会議2002事務局 
TEL : 045-450-7003 
http://www.ud2002.org/

ムーンオブジャパン株式会社 
TEL : 045-243-5959　FAX : 045-253-9448 
http://www.mooneyes.co.jp

株式会社精機通信社 
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519 
http://www.opi.ab.psiweb.com/gazoten/

照林社 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577 
 

第25回日本分子生物学会年会事務局 
TEL : 06-6873-2301　FAX : 06-6873-2300 
http://edpex104.bcasj.or.jp/mbsj2002/

開会式、閉会式 
walkathon@isac-ad.co.jp

コンサート 

金属ならびに非金属材料の成形加工の
学術・技術に関する最も著名な国際会議 

液晶などフラットパネルディスプレイに関
する総合展示会 

400ディーラーによる骨董品・アンティー
ク・トイ＆コレクタブルの大展示即売会 

技能コンクール 

東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の各
専修学校各種学校の会員校の意見交
換会 

北海道　旭川の家具展示会 

呼吸管理に関する講義 

ナースを対象とした学術セミナー 

地震学に関する研究発表 

国内外の研究者による超電導に関する
研究成果の発表・交流 

キルトの作品展示、講習会、キルト関連
品マーケット及びトレードショー 

看護論実践セミナー 

多用な組込システムに関する全ての要
素技術を取り組んだ総合カンファレンス 

大会式典、記念講演、記念シンポジウム、
放送技術展示 

ネットワーク社会のセキュリティビジネス展 

学術講演会 

ユニバーサルデザインの更なる理解と
普及を目的に世界中から専門家が一堂
に会する会議 

カスタムカーの展示及びMOONEYESオ
リジナル商品の販売、ライブミュージック 

画像処理による検査・計測機器、システ
ムの総合展示会 

看護教育者、ナースを対象とした学術セ
ミナー 

バイオサイエンス分野に携わる全国の研
究者が一同に会し、最新の研究発表を
行う 

12.11（水） 
 
～12.14（土） 

国 

国 

会 

展 

展 

展 会 

会 

展 

会 

会 

会 

展 

会 

会 

ア 展 会 

会 

ア 展 

展 ア 会 

展 会 

会 

展 

ア 展 

展 

pick up!

pick up!
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インターナショナル・キルトウィーク  横浜2002

・・・国立大ホール 国 ・・・会議センター 会 
・・・展示ホール 展 

pick up!・・・イベント内容についてはP.4をご参照下さい。 

ア ・・・アネックスホール 

会議・コンベンション 大会・式典・その他 展示会 イベント・コンサート 

・・・国立大ホール 国 ・・・会議センター 会 
・・・展示ホール 展 

pick up!・・・イベント内容についてはP.4をご参照下さい。 

ア ・・・アネックスホール 

会議・コンベンション 大会・式典・その他 展示会 イベント・コンサート 

ア 

ア 

会 

会 

展 



パシフィコ横浜。最新情報！ 

pacifico news

【JR線】 
桜木町駅から徒歩12分　バスまたはタクシー利用5分 
 
【駐車場】 
首都高速横羽線みなとみらいランプ約1分 
みなとみらい公共駐車場　1,200台（普通車）　24時間利用可　260円／30分 

臨港パーク 
ぷかり桟橋 

パシフィコ横浜 
ヨコハマグランド 
インターコンチネンタル 
ホテル 

ヨコハマポートサイト 
地区 

横　浜　港 

シーバス乗り場 

横浜そごう 
（1Fバスターミナル） 

スカイビル・丸井 
（1F YCAT） 

国際大通り 
みなとみらい 
32番館 
（飲食施設） 

横浜みなと 
みらい 
ホール けいゆう病院 

クイーンズ 
スクエア横浜 

よこはま 
コスモワールド 

日本丸 
メモリアルパーク 

横浜ランド 
マークタワー 

交番 

横浜美術館 

三菱重工 
ビル 

みなとみらい大通り 

横浜 
ジャック 
モール 

日石横浜ビル 
（1Fガソリンスタンド） 

横浜 
銀行 

赤レンガパーク 
 

横浜ワールドポーターズ 

バス・ターミナル 

関内駅 桜木町駅 

横
　
浜
　
駅 

す
ず
か
け
通
り 

い
ち
ょ
う
通
り 

け
や
き
通
り 

高島町駅 
東急東横線 国道16号線 

JR京浜東北線 

さ
く
ら
通
り 

東
口 

西
口 

首
都
高
速
横
羽
線
 

P P

みなと 
みらい 
ランプ 
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終了催事 報告 event report

特集：close up event

第10回フランス映画祭 
横浜2002
pick up events 
 ・注目イベント紹介 
  
convention calendar 
 
pacifico news 
 ・event report 
            ・ご挨拶 

表紙：第10回フランス映画祭横浜2002 
　　 アンヌ・パリロー（女優） 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 
TEL 045-221-2155（総合案内） 
TEL 045-221-2166（交通案内） 

URL http://www.pacifico.co.jp

2002年7月1日発刊（季刊・年4回） 

W杯で熱戦が繰り広げられ、

各国サポーターやメディア

が日本に大集合している最

中、「もう一つの日本代表、

日本が生んだ素晴らしいお

酒・Sho Chuを世界に紹介

しよう」という、なんとも

ユニークな催しが開催されました。焼酎は日本酒と異なり、“ス

ピリッツ”（蒸留酒）と呼ばれるもので、その仲間は多く、ロシ

アのウオッカ、北欧のアクアヴィッツ、イギリスのジン、メキシ

コのテキーラ、カリブのラム、いや一般的なウイスキー、アイリ

ッシュだスコッチだ、バーボンだと数え上げれば“スピリッツ”

のW杯が開けるほどです。このイベントを主催したのは、横浜

市在住の無類の焼酎好きがつくる「横

浜焼酎委員会」の皆さん。日本の伝

統的蒸留酒の焼酎と泡盛の美しさ、

味わい深さを世界に広めようという

活動の一環で、Sho Chuはタイムリ

ーな話題となりました。焼酎といえ

ば九州の蔵元が中心ですが、今回は

とくに委員会のメンバーが選び抜い

た、230銘柄がパシフィコ横浜の会

議センターに集合。焼酎の原料も芋、麦、米、黒糖、そば、トウ

モロコシなどと多彩で、まさにNIPPON代表です。試飲会を中心

とした立食パーティー形式の会場には、委員会メンバーや一般の

焼酎ファン、パシフィコ横浜に設けられたW杯・国際メディア

センターで勤務中の世界各国のプレスの方々が集まり、焼酎・ス

ピリッツ談義が花盛り。さらにはサッカー談義、Wカップ優勝予

想など、言葉は通じなくとも、焼酎の力を借りた国際交流の輪が

ひろがっていました。 

本誌にあわせてパシフィコ横

浜のホームページが新しくな

りました。本誌では、ページ

数の関係でご紹介しきれない

最新イベント情報など、写真

やイラストもふんだんにご紹

介しています。是非ご覧くだ

さい。Check up！ 

本号より誌面を一新しました。

ご存じのようにパシフイコ横

浜は、各種のコンベンション

をはじめとする専門分野から、

一般の方にも楽しんでいただ

ける展示会など、多彩なイベ

ントを開催する情報発信基地

です。本誌も、見やすく分かりやすく誌面を一新して、選りす

ぐりのイベント情報をお届けしていきます。どうぞ、これから

もご愛読ください。また本誌へのご意見、ご希望などもお気軽

にお寄せください。 

誌面を一新しました！ 
 

6月16日（日） 会議センター 

2002 YOKOHAMA EDITION 九州本格焼酎大選集 
～キックオフ！焼酎の新しい時代へ～ 


