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パシフィコ横浜で開催されたイベントをご紹介します。 

close up event

2 3

5回目を迎えたこの大会は、前回の香港大会では約10万人の来場者

を数えたほどの盛り上がりで、いかにMANGAがアジアのムーブメント

になっているかがわかります。今大会も、パシフィコ横浜をメインとす

る会場には、日本／中国／香港／インドネシア／韓国／マレーシア／

シンガポール／台湾／タイから、漫画家・原作者、出版関係者、そ

して一般の漫画ファンがつめかけ華 し々く開催されました。開会式では、

“アンパンマン”の作者でお馴染みの大会議長でもある、やなせた

かしさんが「ウイー、ラブ、マンガ！ウイー、ラブ、ピース！」と力強く

宣言。漫画の楽しさ、漫画を楽しめる平和を、アジアへ、世界へアピー

ルしていました。 

漫画ファンの熱気が渦巻く会場 

ところで日本での漫画の歴史をご存知でしたか?古くは「鳥獣戯画」

なども漫画とみられているようですが、日本の近代漫画は、他国では

見られない独特な発展を遂げてきました。1コマ漫画や4コマ漫画を

基礎にして、ストーリー漫画やギャグ漫画、アニメーション、そして現

代のデジタル技術を応用した漫画など様々な表現形式を開拓し、ジャ

ンルも多岐にわたって日本独自の文化として大きく育ってきたものなの

です。そして、そのルーツは140年前に横浜に始まっているのです。

海外に通じていた横浜らしく、当時の横浜で発刊された風刺雑誌「ジャ

パン・パンチ」が、日本の近代漫画の扉を開いたとされています。

そのせいでしょうか、一般の方の今大会に対する関心は高く、「原画展」

などの展示以外にも一般参加者が多く見受けられました。“手塚治虫

秘話”“少年少女漫画の黎明期”中田宏横浜市長と漫画家・弘兼

憲史さんのトークショー“中田宏vs島耕作”といった「市民講座」

では、プロ顔負けの一般ファンの熱い思いが伝わってきました。また、

アジア各国からの参加者らによるシンポジウムでは、著作権や表現の

問題について熱気あふれる討論が交わされていました。 

漫画ワールドになった展示ホール 

一方、展示会場は漫画の世界そのものの楽しい会場となりました。

普段は漫画やアニメーションなど平面で表現されている世界が立体になっ

たのですから面白くないはずがありません。会場のあちらこちらには、

お馴染みの漫画のキャラクターに扮したコスプレイヤーが出現。ファン

の方との記念撮影にも気軽に応じていました。展示内容も様々で、

PCを使って漫画を描いたり、アナログで描かれたラフスケッチをデジ

タルで完全原稿に仕上げるといった最新の漫画制作技術を紹介するコー

ナー、絶版本や原画の展示コーナー、復刻本をふくめた立ち読み・

販売コーナー、デジタル技術により品切れ・絶版になることなく1冊

から注文～製本する新しい出版方法を紹介するコーナー、キャラクター

グッズ販売コーナー等々、出展者がそれぞれに趣向を凝らした展示で、

各コーナーとも多くの来場者を集めていました。なかでも水島新司さ

んの公開アトリエには黒山の人だかりが。ここでは、鉛筆でラフスケッ

チを描く人、登場人物だけを描く人、ペンで墨入れをする人、様々な

資料を基に背景を描く人など、分業化された漫画制作の実際を見学

することができます。こうして1ページ1ページずつ漫画が出来上がっ

ていく様子は、まるでページをめくって漫画を読む楽しさそのものでした。

そして立体漫画?の極め付けは、ステージでのパフォーマンス。取材

陣が目撃したのは、今の料理対決漫画の先駆となったビッグ錠さんの“味

平”をミュージカル化したもの。普段はペンを持つ制作者の方々の

出演で、会場からの盛んな喝采を浴びていました。時間の経つのも

忘れて見入ってしまった漫画の世界。それが可能なのも、平和だから

こそなんだと実感しました。 

ウイー、ラブ、マンガ! 
ウイー、ラブ、ピース!

素人には胃が痛くなるほど（?）難解な内容ですが、参加者の真剣
な表情から、医療にかける思いが伝わってきます。 

日本の漫画界を引っぱってきた先生方。でも、熱いハートはいつまでも
少年・少女のようです。 

この第10回日本消化器関連学会週間（DDW-Japan 2002）は、第6

回日本肝臓学会大会、第40回日本消化器集団検診学会大会、第

33回日本消化吸収学会総会、第44回日本消化器病学会大会、第

64回日本消化器内視鏡学会総会を同時期に同一会場で行う、統合

的なコンベンションであり、その主旨は“患者本位の医療を目指す”

とされています。さて、どういう意味なのでしょう。仮に私たちが「ど

うも胃の調子が悪い」といって病院を訪ねたとしましょう。医師は私た

ち素人の「胃」という判断を鵜呑みにすることなく、胃なのか腸なの

か、もっと別な部位か、総合的な見地から的確な判断を下し、適切に

処置してくれます。職場での集団検診等でも胃の検査だけなんてこと

はありません。そう考えてみると、医療に携わる方たちも自分が専門と

する、例えば肝臓だけの知識で事足りるはずがなく、消化器系に関す

る総合的な知識が要求され、そのおかげで患者本位の医療が実現さ

れているのでしょう。各分野の学会が統合的に開催されるのも必然の

事なのでしょう。 

社会に開かれた医療は、熱い現場から。 

会場には会期中、昨年の13,000人を大幅に超える多数の参加者が

集結し、国際シンポジウムをはじめとして各種の講演・発表会、研修

会、パネルセッション、ポスター発表、また協賛企業103社の展示な

どが行われました。特徴的なのは医療の最先端に携わる方たちの集ま

りらしく、運営にも新しい試みが取り入れられていることで、例えば演

題募集では、インターネットで一般演題1,532題、64テーマの主題セッ

ションには1,033題、計2,565題の応募が寄せられたほか、発表の場

でも参加者自らがパソコン、ビデオ、スライド等を駆使して説明すると

いうものでした。いずれも関係者の大会への熱意が伝わってくるもので、

会場の各種会合においても熱気あふれる討論が交わされていました。

そして、それは「急速に変化、発展する、消化器病の知識を吸収し日々

の診療に役立てよう」とする、関係者の方の医療にかける熱い思い

にほかなりません。最先端の研究を発表する医学会などというと、私た

ちには無縁の学問の世界のように思えますが、会場の一角に無料託

児所のブースを発見したとき、この大会が“社会に開かれた医療”をテー

マに掲げる学会の、真摯な活動の一環であることが理解できました。 

医療はあくまでも患者本位に。 

これが消化器医療の最前線！ 
日本の英知がパシフィコ横浜に集結。 

第10回日本消化器関連学会週間（DDW-JAPAN 2002） 
2002.10.24   10.27 
会議センター、国立大ホール、展示ホール、アネックスホール 

つい、飲み過ぎ、食べ過ぎ…で受診する機会の多い消化器系の病

院。この大会は、私たちにも身近な消化器医療関連の医師、専門

家が一堂に会し、最新情報を交換しあう重要な大会なのです。 

MANGAは世界共通語！ 
漫画を楽しめるのは平和であればこそ。 

第5回アジアMANGAサミット in YOKOHAMA 
2002.10.12   10.14 
展示ホール、アネックスホール 

「漫画」「マンガ」そして「MANGA」。コミックスでもアニメーション

でもないMANGAは、もはや海外の辞書にも載っている日本独自の

文化。いま、MANGAで新しい国際交流が始まりました。 



convention calendar
1月 6月 
・・・国立大ホール 国 ・・・会議センター 会 

・・・展示ホール 展 ア ・・・アネックスホール 
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開催日 催事名 内容 連絡先 

平成15年ＫＢＫ賀詞交歓会、永年勤続・各種表彰式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
有料　20,000円           

1.7（火） 
 

ミナミノックアウトバーゲン 
参加対象：一般公開　来場者数：20,000人 
無料　 

1.10（金） 
 
～1.12（日） 

第7回 インターナショナル・ファッション・フェア（IFF） 
参加対象：関係者のみ　来場者数：30,000人 
無料 

1.15（水） 
 
～1.17（金） 

第19回 「しんかい」・第6回 「みらい」シンポジウム（ブルーアースシンポジウム） 
参加対象：一般公開　来場者数：1,100人　 
無料 

1.16（木） 
 
～1.17（金） 

日本総合健診医学会第31回大会 
参加対象：一般公開　来場者数：2,000人 
有料　10,000円（医師）・8,000円（医師以外） 

1.17（金） 
 
～1.18（土） 

霊友会第7支部 決起大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,500人 
無料 

1.19（日） 
 

新春経済株式講演会 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：200人 
無料 

1.22（水） 
 

トライボロジー研究会第14回講演会 
参加対象：招待者のみ　来場者数：210人 
無料 

1.24（金） 

コミックワールド横浜25
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人 
有料　600円 

1.26（日） 

「IT業界セミナー＆内定Ｇet塾」 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数400人 
無料 

1.26（日） 

第11回 全国救急隊員シンポジウム 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人 
有料　1,000円 

1.30（木） 
 
～1.31（金） 

参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人 
無料 

1.30（木） 
 
～1.31（金） 

2003年度 高千穂大学入学試験会場 
参加対象：関係者のみ 　来場者数：200人 
無料 

2.1（土） 
 
～2.2（日） 

2級FP技能士検定試験 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,800人 
無料 

2.2（日） 

JISE環境フォーラム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：400人 
無料 

2.2（日） 

HRD JAPAN 2003
参加対象：一般公開 事前申込要（企業人の人材開発に携わるすべての方々） 来場者数：9,000人　 
有料　45,000円／1日（展示会は1,000円（招待状持参にて無料）） 

2.4（火） 
 
～2.7（金） 

第8回 ＮＥＣブリッジフェスティバル 
参加対象：一般公開（見学）　来場者数：2,000人 
無料 

2.4（火） 
 
～2.9（日） 

日経就職フォーラム 
参加対象：就職活動中の学生（大学・短大・専門）　来場者数：3,000人 
無料 

2.5（水） 
 
～2.6（木） 

第9回 シンポジウム「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合･実装技術」 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,700人 
有料　5,000～40,000円 

2.6（木） 
 
～2.7（金） 

第7回 震災対策技術展 
参加対象：関係者・招待者のみ　来場者数：10,000人 
有料　1,000円（招待券をお持ちの場合は無料） 

2.6（木） 
 
～2.7（金） 

テクニカルショウヨコハマ2003（第24回工業技術見本市） 
参加対象：一般公開　来場者数：30,000 人 
無料 

2.6（木） 
 
～2.8（土） 

第3回 商談会 TSUNAMIベンチャーフェア2003
参加対象：一般公開　来場者数：1,500人 
無料 

2.7（金）  
 

ジューテック リビングフェア 2003 IN 横浜 
参加対象：招待者のみ　来場者数：2,000人 
無料 

2.8（土） 
 
～2.9（日） 

SBJ9 and ACX1（第9回スノーボードジャパン2003） 
参加対象：招待者のみ　来場者数：25,000人 
無料 

神奈川県美容業生活衛生同業組合 
TEL : 045-212-1336　FAX : 045-212-1337 
 

賀詞交歓会、永年勤続・各種表彰式 

株式会社ミナミ 
TEL : 03-5209-7515　FAX : 03-3252-1175       
 

スポーツ用品全般の物販 

株式会社アイシーエス企画 
TEL : 03-3263-6881　FAX : 03-3263-7537 
http://www.senken.co.jp/iff 
 

アジア最大の総合ファッショントレードショー 

海洋科学技術センター 
TEL : 0468-67-9881　FAX : 0468-69-0812 
http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/EVENT/BESYMPFY2002/index.html

深海域の研究分野における成果、海洋の
研究分野における成果を発表する 

医療法人社団相和会　新横浜病院・横浜総合健診センター 
TEL : 045-433-8511　FAX : 045-434-7277 
http://www.sowa.or.jp/

日本総合健診医学会 

霊友会第7支部 
TEL : 03-3437-0802　FAX : 03-5472-3056　 

読経、実践発表、役員挨拶 

ストックワン・コンサルタント株式会社 
TEL : 03-3537-7400　FAX : 03-3537-7409 
http://www.stockone.co.jp

著名講師による講演会 

協同油脂株式会社内トライポロジー研究会事務局　村山彰 
TEL : 03-3543-5813　FAX : 03-3545-6259 
 

講演会 

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

コミックワールド横浜25

株式会社ハイマックス　採用グループ 
TEL : 045-212-5664　FAX : 045-212-1220 
http://www.himacs.co.jp

2004年卒の学生に対しての、IT業界セミ
ナー 

横浜市消防局　TEL : 045-334-6788　FAX : 045-334-6785 
財団法人救急振興財団 
TEL : 0426-75-9931　FAX : 0426-75-9050

全国の救急隊員を対象としたシンポジウム 

日本エレクトロニクスショー協会 
TEL : 03-5402-7601　FAX : 03-5402-7605 
http://www.edsfair.com

半導体自動設計ツールの展示会 

ライオン企画株式会社 
TEL : 03-5982-2365　FAX : 03-5982-2374 
http://www.takachiho.ac.jp

入学試験 

株式会社銀行研修社 
TEL : 03-3949-4101　FAX : 03-3949-4154 
 

ファイナンシャルプランナー資格審査試験 

財団法人国際生態学センター 
TEL : 045-651-7690　FAX : 045-651-7692 
http://www.jise.or.jp 
 

環境問題に対する講演およびパネル討論 

社団法人日本能率協会 
TEL : 03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447 
http://school.jma.or.jp

競争優位を産出す人材開発戦略と自律
型キャリア開発と支援する会議・展示会の
開催 

社団法人日本コントラクトブリッジ連盟 
TEL : 03-3357-3741　FAX : 03-3357-7444 
http://www.jcbl.or.jp

コントラクトブリッジの国際大会 

株式会社ディスコ横浜支社 
TEL : 045-650-2831　FAX : 045-650-2833 
http://job.disc.co.jp/forum/ 
 

合同企業説明会 

社団法人溶接学会 
TEL : 03-3253-0488　 FAX ： 03-3253-3059 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2003.html 
 

国内シンポジウム 

第7回「震災対策技術展」事務局（エグジビションテクノロジーズ株式会社） 
TEL : 03-5775-2855　FAX : 03-5775-2856 
http://www.exhibitiontech.com/etec

震災に関わる最新技術・製品を紹介する
見本市 

社団法人神奈川県産業貿易振興協会 
TEL : 045-671-7058　FAX : 045-671-7064 
http://www.ktpc.or.jp 
 

神奈川県最大の工業技術・製品総合見
本市 

株式会社TSUNAMIネットワークパートナーズ 
TEL : 045-470-8088　FAX : 045-470-8090 
 

個別ブース設定によるベンチャー企業の
技術・製品等の紹介 

株式会社ジューテック横浜（営） 
TEL : 045-593-0011　FAX : 045-593-0048 
 

住宅関係　新建材及び住宅機器の展示
・販売 

日本スノーボード産業振興会 
TEL : 03-5817-0550　FAX : 03-5817-0551 
http://www.sbj.org

出展社とスノーボード・アクションスポーツ
関連業者とのビジネストレードショー 

2.12（水） 
 
～2.14（金） 

霊友会 恩師小谷喜美先生三十三回忌法要 
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人 
無料 

2.9（日） 
いんなあとりっぷの霊友会本部事務局 
TEL : 03-5473-9606　FAX : 03-5473-9608 
http://www.reiyukai.info 
 

三十三回忌法要（決起大会） 

コミックライブin横浜 
参加対象：一般公開　来場者数：2,000人 
有料　600円 

2.16（日） 
株式会社ユウメディア 
TEL : 03-3843-1211　FAX : 03-3843-2400 
http://www.youyou.co.jp/

アマチュアによるコミック同人誌の展示即
売 

pick up!・・・イベント内容についてはP.4をご参照下さい。 

Electronic Design and Solution Fair 2003

学会・会議・シンポジウム 大会・式典・その他 展  示  会 イベント・コンサート 

pick up!

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

2月12日（水）～14日（金） 展示ホール 

過去8回の開催が、日本でのスノーボ

ード産業の振興とスノーボード市場の

発展の歩みそのものだったSBJ。急激

なブームからウインタースポーツの定

番へと落ち着いた今、SBJが世界最大

級のビジネストレードショーとして飛

躍します。雪山をフレンドリーリゾー

トと大きく捉え、各種ウインター&アクションスポーツ業界一丸と

なっての開催。 

　　　 お問合せ：日本スノーボード産業振興会 

電話番号：03-5817-0550　FAX：03-5817-0551　http://www.sbj.org

2月6日（木）～7日（金） 展示ホール・アネックスホール 

第7回震災対策技術展 

SBJ9 and ACX1（第9回スノーボードジャパン2003） 

忘れることのできない「阪神・淡路大

震災」。これを教訓に、常日頃より、で

き得る限り的確な地震発生予測を行い、

被害を最小限にくい止め、復興を円滑

に進めるための技術・製品開発、情報

交換等に努める必要があります。日本

の震災対策の“今”がわかるこの展示

会は、この種のものとしては世界唯一であり、シンポジウムや技術

セミナーも併催され、関係者のみならず一般からも注目されています。 

　　　 入場料：1,000円（特別招待券持参の方は無料） 

お問合せ：第7回「震災対策技術展」事務局（エグジビションテクノロジーズ株式

会社）　電話番号：03-5775-2855　FAX : 03-5775-2856 

http://www.exhibitiontech.com/etec

1月15日（水）～17日（金） 展示ホール 

　　　 お問合せ：IFF運営事務局 株式会社アイシーエス企画 

電話番号：03-3263-6881　FAX : 03-3263-7537　http://www.senken.co.jp/iff 

 

2月19日（水）～21日（金） 会議センター 

JMA創立60周年記念 2003生産革新総合大会 第7回インターナショナル・ファッションフェア（IFF） 

各製造業企業の特別研究等により抽出される

改革成功要因の数々。この大会は、効率化と

改革が不可欠とされる日本の製造業に対し、

魅力ある製品づくりや世界最適地生産など、

これからの生産戦略上の課題を明らかにし、

モノづくりの革新へ向けた指針となるはずです。 

　　　 お問合せ：社団法人日本能率協会 

電話番号：03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447　http://school.jam.or.jp

4月3日（木）～6日（日） 展示ホール・アネックスホール 

ロボデックス（ROBODEX）2003

パートナー型（人間共存型）ロボットが集合

する博覧会。それがROBODEXです。エンタ

テインメント、教育、医療、介護、警備など

幅広い分野でのパーソナル及びパブリックな

ロボットたちとの出会いは、きっと未来社会

への「愛」と「夢」を実感できることでしょう。 

　　　 前売り：大人 1,000円（高校生以上）、小中学生 500円　当日：大人 1,200

円（高校生以上）、小中学生 600円　※小学生未満無料（すべて税込） 

お問合せ：ROBODEX事務局　電話番号：03-5218-5055　FAX：03-5218-5056

3月1日（土） 国立大ホール 

パール・ジャム ジャパンツアー2003

1stアルバム「TEN」が全米だけで1000万枚超、

続く「Vs.」が600万枚など、衝撃的なデビ

ュー以来、音楽で、活動で、ロックの歴史を

塗り替えてきたパール・ジャム。彼等の新世

紀の姿が、遂に明らかになります。8年振り

の来日公演、伝説のライブをお見逃しなく。 

　　　 前売り：S席 7,500円、A席 6,500円（ともに税込） 

お問合せ：ウドー横浜　電話番号：045-664-6969　http://www.udo.co.jp

3月30日（日） 展示ホール 

GEISAI-3

若いアーティストたちの作品発表と交流の場、

でも姿勢は祭り。例えば、浅野忠信さんや日

比野克彦さんらが応募作品を審査する本選、

雑誌社などが選ぶスカウト審査といった選考

会そのものをイベントにしてしまう、アート

と遊ぶ一日。発表作品の販売もあります。 

　　　 入場料：未定（11/25現在）　 

お問合せ：GEISAI実行委員会　e-mail:geisai-3@geisai.net 

http://www.geisai.net（作品応募の問合せも） 
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世界のファッション情報を、

日本・アジアのバイヤーに対

して発信する IFF。アジア最

大のこのファッション・トレ

ードフェアでは国内外から

500を超える出展者、3万人

の来場者が交流し、ファッシ

ョン業界を活性化していきま

す。新進クリエイターの出展等もあり、消費不況下での、モードと

ビジネスの交差点としてのIFF開催への期待が高まっています。 



日本麻酔科学会 第50回学術集会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 
 

5.29（木） 
 
～5.31（土） 

日本麻酔科学会第50回学術集会事務局 
TEL : 03-5684-2566　FAX : 03-5684-2566

日本麻酔科学会 第50回学術集会 

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2003
参加対象：一般公開　来場者数：35,000人 
無料 

5.21（水） 
 
～5.23（金） 

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

自動車に関わる先端技術を見て、触れて、
体験することができる国内唯一の専門
展示会 展 

社団法人自動車技術会 2003年春季大会 学術講演会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,500人 
有料　会員5,000円　会員外15,750円 

5.21（水） 
 
～5.23（金） 

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

自動車開発技術に関わる研究成果発表
の技術講演会 

会 

JSAE/SAE 2003 Spring Fuels & Lubricants Meeting
参加対象：関係者のみ　来場者数：600人 
有料　50,000円（早期登録料2003年4月17日まで）・60,000円 

5.19（月） 
 
～5.22（木） 

社団法人自動車技術会 
TEL : 03-3262-8211　FAX : 03-3261-2204 
http://www.jsae.or.jp/2003fl

燃料・潤滑油に関する国際会議で、日・
米・欧が共同で、最新技術の提供・交換
を行う ア 

第6回 日本地域看護学会学術集会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人 
有料　8,000円 

6.7（土） 
 
～6.8（日） 

第6回日本地域看護学会学術集会事務局 
FAX : 0463-90-2080

地域看護に関する研究発表、シンポジウ
ム、セミナーなど 

会 

6 7

開催日 催事名 内容 連絡先 

月 

2

月 

3

月 

4

「IT業界セミナー＆内定Ｇet塾」 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：400人 
無料 

2.22（土） 

ＳＵＮ SUPER TECH DAYS
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数： 6,000人 
参加費：未定 

2.26（水） 
 
～2.28（金） 

パール・ジャム コンサート 
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人 
有料　S席7,500 円　A席6,500円（税込） 

3.1（土）  
 

Net.Liferium（ネットライフリウム）2003
参加対象：一般公開　来場者数：50,000人 
参加費：未定 

3.14（金） 
 
～3.16（日） 

2003春 ミキハウス ランド イン 横浜 
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人 
無料 

3.15（土） 
 
～3.16（日） 

平成14年度 横浜商科大学　第33回卒業式･学位授与式 
参加対象：関係者のみ　来場者数:1,500人 
無料 

3.18（火）  
 

ワールドワークプレースジャパン2003
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人 
有料　会員27,000円 

3.18（火） 
 
～3.20（木） 

参加対象：関係者のみ　来場者数： 3,000人 
有料　8,000円 

3.21（金） 
 
～3.22（土） 

地球汚染グローバルサミット 
参加対象：一般公開 事前申込要 　来場者数：900人 
無料 

3.21（金） 
 
～3.23（日） 

2002年度 関東学院大学卒業式・学位授与式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人 
無料 

3.24（月） 

平成14年度 神奈川大学卒業式 
参加対象：関係者のみ　来場者数： 6,000人 
無料 

3.25（火）  
 

宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習 
参加対象：関係者のみ　来場者数： 700人 
無料 

3.27（木） 
 
～3.28（金） 

GEISAI-3 /EYE OF THE TIGER by サバイバー 
参加対象：一般公開　来場者数： 5,000人 
予価　前売1,300円　当日1,500円 

3.30（日）  
 

2003年度 関東学院大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,500人 
無料 

4.2（水）  
 

平成15年度 神奈川大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 
無料 

4.3（木） 

ロボデックス2003
参加対象：一般公開　来場者数：75,000人 
有料　1,000円 

4.3（木） 
 
～4.6（日） 

平成15年度 横浜商科大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,500人 
無料 

4.4（金） 

平成15年度 北里大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人 
無料 

4.6（日） 

宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習 
参加対象：関係者のみ　来場者数：700人 
無料 

4.8（火） 
 
～4.9（水） 

JRC2003
参加対象：関係者・招待者のみ　来場者数：30,000人 
有料　当日12,000円 

4.11（金） 
 
～4.13（日） 

第56回 監査役全国会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,200人 
 

株式会社ハイマックス　採用グループ 
TEL : 045-212-5664　FAX : 045-212-1220 
http://www.himacs.co.jp

2004年卒の学生に対しての、IT業界セ
ミナー 

サンマイクロシステムズ　山本浩之 
TEL : 03-5717-5252　FAX : 03-5717-2584 
http://sun.co.jp/developers/Techdays/

Sunの最新のテクノロジーを提供する開
発者向けコファレンス 

ウドー横浜 
TEL : 045-664-6969 
http://www.udo.co.jp

コンサート 

キースリーメディア・イベント株式会社 
TEL : 03-5549-1312　FAX : 03-5549-1310 
http://www.key3media.co.jp/Net-Life/

生活と密着するインターネットシーンを紹
介する一般消費者向け展示会 

三晃商行株式会社 
TEL : 0729-20-2088

お客様向けファミリーイベント及び自社
商品の展示・即売 

横浜商科大学 
TEL : 045-571-3901　FAX : 045-571-4125 
http://www.shodai.ac.jp

卒業式、学位授与式 

ワールドワークプレースジャパン2003事務局 
TEL : 03-3263-6526　FAX : 03-3263-7537 
http://www.jfma.or.jp

FM事例の発表およびFMに関するツー
ルや手法を展示する展示会 

メディカルサプライジャパン内　第25回日本POS医療学会事務局 
TEL : 03-3818-2177　FAX : 03-3815-2644 
http://www.pos.gr.jp/

教育講演、フォーラム、ワークショップ 

ＮＰＯ地球倶楽部ネットワーク2000 
TEL : 03-3261-9999　FAX : 03-3234-9698 
http://www.ccn2000.org

地球汚染の根本的解決の為の討議、研
究発表 

関東学院大学 
TEL : 045-786-7002　FAX : 045-786-7038 
 

2002 年度卒業式 

学校法人神奈川大学 
TEL : 045-481-5661　FAX : 045-491-7915 
http://www.kanagawa-u.ac.jp 
 

卒業式 

財団法人不動産流通近代化センター 
TEL : 03-3986-0246　FAX : 03-3986-3882 
http://www.kindaika.jp/

宅地建物取引業法第18条に基づく講習 

GEISAI実行委員会 
e-mail:geisai-3@geisai.net 
http://www.geisai.net

プロアマの展示販売が中心の新しい形のアートフェスティバル 
一般ブース数も多数出展し、未来のクリエイターを発掘！有名ア
ーティスト、企業、ギャラリーも集結する「アートのお祭り」 

関東学院大学 
TEL : 045-786-7002　FAX : 045-786-7038 
 

入学式 

学校法人神奈川大学 
TEL : 045-481-5661　FAX : 045-491-7915 
http://www.kanagawa-u.ac.jp 
 

入学式 

ROBODEX事務局 
TEL : 03-5218-5055　FAX : 03-5218-5056 
http://www.robodex.org

人間共存型パーソナルロボットを中心と
した展示及びデモンストレーション 

横浜商科大学 
TEL : 045-571-3901　FAX : 045-571-4125 
http://www.shodai.ac.jp 
 

入学式 

学校法人北里学園 
TEL : 03-5791-6198　FAX : 03-3444-2530 
 

入学式 

財団法人不動産流通近代化センター 
TEL : 03-3986-0246　FAX : 03-3986-3882 
http://www.kindaika.jp/

宅地建物取引業法第18条に基づく講習 

日本ラジオロジー協会 
TEL : 03-3251-9191　FAX : 03-3251-9195 
http://www.j-rc.org 
 

第62回日本医学放射線学会総会、第59
回日本放射線技術学会総会、2003国際
医用画像総合展 

社団法人日本監査役協会 
TEL : 03-3278-8351　FAX : 03-3278-8350 
http://www.kansa.or.jp

（社）日本監査役協会会員を対象とした
講演・パネルディスカッション 4.15（火） 
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第25回 日本ＰＯＳ医療学会 

pick up!

FCI神奈川インターナショナルドッグショー 
参加対象：一般公開　来場者数：2,500人 
有料　500円 

2.16（日）  
 

横浜市親と子のつどいの広場事業実践交流セミナー 
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人 
無料 

2.18（火） 
 
～2.19（水） 

JKC神奈川ブロック協議会 
TEL : 0468-41-8050　FAX : 0468-42-2824 
 

ドッグショー（開催時間：9時-17時） 

横浜市　福祉局 児童家庭課 
TEL : 045-681-0915　FAX : 045-681-0925

「つどいの広場事業」研修会（行政説明
会、講演会、事例報告会、テーマ別部会、
パネルディスカッション等） 

展 

会 

JMA創立60周年記念 2003　生産革新総合大会 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000人 
参加費：未定 

2.19（水） 
 
～2.21（金） 

社団法人日本能率協会 
TEL : 03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447 
http://school.jam.or.jp

講演会 

会 pick up!

第1回 春のパシフィコ横浜バザール 
参加対象：マルイの赤いカード会員限定企画　来場者数：100,000人 
無料 

2.20（木） 
 
～2.23（日） 

株式会社丸井 
TEL : 03-3384-0101 
http://www.0101.co.jp

レディス・メンズファッション、雑貨、ジュ
エリー、電器などのお買得商品の催し物 

展 

pick up!

pick up!

開催日 催事名 内容 連絡先 

月 

4

月 

5

月 

6

ミニラパ研究会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：150人 
有料　3,000円 

5.10（土）  
 

第15回 日本アレルギー学会春季臨床大会 
参加対象：一般公開　来場者数：3,000人 
有料　15,000円（但し市民公開講座は無料） 

5.12（月） 
 
～5.14（水） 

第44回 日本神経学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,500人 
有料　13,000～15,000円 

5.15（木） 
 
～5.17（土） 

参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：800人 
有料　35,000円 

6.9（月） 
 
～6.10（火） 

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

6.11（水） 
 
～6.13（金） 

光ナノテクフェア2003
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人 
無料 

6.11（水） 
 
～6.13（金） 

第4回 アジアビューティーエキスポ 
参加対象：関係者のみ　来場者数：30,000人 
有料　前売2,100円　当日3,150円 

6.15（日） 
 
～6.17（火） 

2003年情報精密機器のﾒｶﾄﾛﾆｸｽに関する日本・米国機械学会合同会議 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300人 
有料　50,000円 

6.16（月） 
 
～6.18（水） 

第25回 全情連大会 ＡＮＩＡかながわ大会 
参加対象：招待者、会員、情報サービス産業関係者　来場者数：350人 
未定 

6.17（火）  
 

第11回 フランス映画祭横浜2003
参加対象：一般公開　来場者数：18,000人 
未定 

6.18（水） 
 
～6.22（日） 

明治大学神奈川県東部地区父母会総会懇談会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：350人 
無料 

6.21（土） 

第5回 国際ゲノム会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人 
有料　事前登録30,000円等：詳しくはホームページをご覧下さい 

6.26（木） 
 
～6.27（金） 

第20回 日本TDM学会学術大会 
参加対象：一般公開　来場者数：1,500人 
有料　学会員：8,000円　非会員：9,000円 

6.27（金） 
 
～6.28（土） 

2003 IEEE International Symposium on Information Theory
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人 
有料　70,000円程度（予定） 

6.29（日） 
 
～7.4（金） 

 

聖マリアンナ医科大学 
TEL : 044-977-8111(3215)　FAX : 044-976-5964

スライド･ビデオなどを用いた研究発表 

都立駒込病院アレルギー膠原病科 
TEL : 03-3823-2101　FAX : 03-4463-7569 
http://allergy-2003s.umin.jp/

「臨床医学の基礎と実際」をテーマに、ＩＴ化されたオンライ
ンシステムを用い、講演・シンポジウム・一般演題の発表を
行う　また、市民講座では最新の知見を分かり易く解説する 

日本コンベンションサービス株式会社 
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-0820 
http://jns.icc.u-tokai.ac.jp/

「21世紀の神経学はどうあるべきか」 

日本インダストリアルエンジニアリング協会 
TEL : 03-3400-8715　FAX : 03-3400-8694 
http://www.netforward.or.jp/jiie/

全国の経営幹部やIerが一堂に会し、講
演・事例発表などから交流を図る 

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

画像処理に関する機器、システムの展
示会 

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

光学測定機器・精密測定機器の日本唯
一の展示会で今年で40回目 

株式会社アイシーエス企画 
TEL : 03-3263-6881　FAX : 03-3263-7537 
http://www.ics-inc.co.jp/beautyexpo/

ヘアサロン向け商品・技術・情報の展示
会／ヘアショー 

名古屋大学　工学研究科　福澤健二 
TEL : 052-789-2747　FAX : 052-789-2747 
http://www.jsme.or.jp/iip/IIP-ISPS-Joint-MIPE.html

日本機械学会と米国機械学会が共催す
る、情報精密機器のメカトロニクスに関
する国際会議 

社団法人　神奈川県情報サービス産業協会 
TEL : 045-316-2244　FAX : 045-316-2246 
http://www.kia.or.jp/ANIA/

情報産業団体全国大会 

ムヴィオラ 
TEL : 03-5366-1545　FAX : 03-5366-1546 
http://www.unfrance.jp/yokohama/

フランス映画の新作を多数上映 
監督、俳優らゲストがサイン会、Q&Aなど
を行う映画祭 

明治大学　父母会事務室 
TEL : 03-3296-4079　FAX : 03-3219-6385 
 

総会・懇談会及び懇親会 

国際ゲノム会議事務局(株式会社エー・イー企画内） 
TEL : 03-3230-2744　FAX : 03-3230-2479 
http://agw.genome.ad.jp/

外国人･日本人講師30数名によるゲノム
に関する講演 

北里大学 
TEL : 042-778-8101、7580　FAX : 042-778-9430 
http://www.pharm.kitasato-u.ac.jp/tdm20th

学術集会 

横浜国立大学 
TEL : 045-339-4166　FAX : 045-338-1157 
http://www.isit2003.org/

情報理論に関する国際シンポジウム 

 

平成15年度 日本内科学会生涯教育講演会 Ｂセッション 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人 
有料　2,000円 

5.18（日）　　　　　　　　　　 
社団法人日本内科学会 
TEL : 03-3813-5991　FAX : 03-3818-1556 
 

会員のための生涯教育 

国 

会 

会 展 

展 

展 

展 

会 

会 

会 

ア 

ア 

ア 展 

会 

会 

会 

会 

会 

第44回 全国IE年次大会 

マジック：ザ・ギャザリング プロツアー横浜2003
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人 
無料 

5.9（金） 
 
～5.11（日） 

株式会社ホビージャパン 
TEL : 03-3354-9341　FAX : 03-3354-8528 
http://www.hobbyjapan.co.jp

カードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」
のプロトーナメント大会 

展  

5.15（木） 
 
～5.17（土） 

第1回 化粧品産業技術展 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 
参加費：未定 

株式会社アイシーエス企画 
TEL : 03-3263-6881　FAX : 03-3263-7537 
http://www.sccj-ifscc.com/index.html

化粧品に関連する産業の技術・商品を
展示・発表 

国際宇宙産業展2003
参加対象：一般公開　来場者数：6,000人 
無料 

4.17（木） 
 
～4.19（土） 

国際ロータリー第2590地区 2002～2003年度地区大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人 
無料 

4.18（金） 
 
～4.19（土） 

第6回 日本臨床救急医学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人 
有料　10,000円 

4.23（水） 
 
～4.24（木） 

第21回AIAA通信衛星システム国際会議事務局（株式会社アイシーエス企画内） 
TEL : 03-3263-6769　FAX : 03-3263-7537 
http://www.ics-inc.co.jp/aiaaicssc21/

宇宙関連国際会議・展示会 

日本セカンドハウス株式会社 
TEL : 045-328-3060　FAX : 045-328-3061

交歓と講演、問題の討議 

聖マリアンナ医科大学　横浜西部病院　救命救急センター 
TEL : 045-366-1111　FAX : 045-366-3024 
http://square.umin.ac.jp/jsem6/

救急医療の進歩と発展に寄与すること
を目的とした医師・看護師・救急隊によ
る医学会 

展 

会 

会 

レーザーエキスポ 
参加対象：一般公開　来場者数：5,000人 
無料 

4.23（水） 
 
～4.24（木） 

株式会社オプトロニクス社 
TEL : 03-3269-3550　FAX : 03-3269-2551 
http://www.optronics.co.jp/le/

レーザー発振器から周辺機器まで、レー
ザーの総合展示会 

展 ア 

第76回 日本内分泌学会学術総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,100人 
有料　12,000円 

5.9（金） 
 
～5.11（日） 

横浜市立大学医学部第3内科 
TEL : 045-787-2640　FAX : 045-787-8988 
http://www2.convention.co.jp/endo76/index.html

第76回日本内分泌学会学術総会 

 会 展 

第21回 AIAA通信衛星システム国際会議 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：350人 
有料　国際会議65,000円～ 

4.15（火） 
 
～4.19（土） 

第10回 ホトマスクジャパンシンポジウム 
参加対象：関係者のみ　来場者数：760人 
有料　44,000円（技術展示会見学は無料） 

4.16（水） 
 
～4.18（金） 

第21回AIAA通信衛星システム国際会議事務局（株式会社アイシーエス企画内） 
TEL : 03-3263-6474　FAX : 03-3263-7537 
http://www.ics-inc.co.jp/aiaaicssc21/

宇宙関連国際会議 

財団法人日本学会事務センター内ホトマスクジャパン事務局 
TEL : 03-5814-5800　FAX : 03-5814-5823 
http://edpex104.bcasj.or.jp/

シンポジウム、技術展示会 

会 

会 国 ア 

ア 展 会 国 



表紙：クールブレーカーカスタム 
         サイクルショー　 

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 
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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） 
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event report

〒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

2003年1月1日発刊（季刊・年4回） 

10月12日（土）・13日（日） 展示ホール 

ハーレーファミリーEXPO in 横浜 

今年で5回目を迎えたクー

ルブレイカーカスタムサイ

クルショーは、日本全国で

ハーレーダビッドソンのカ

スタムサイクリングを追求

するショップ、約100店舗

が一堂に会し、そのレベル

を競い合う国内唯一、最大

のハーレーオンリーのカス

タムショーです。 

好天にも恵まれ来場者数

6,000人と大盛況のうちに

幕を閉じました。 

11月3日（日）～4日（月） 展示ホール 

クールブレーカー カスタムサイクルショー　 

毎回多くの熱心なファンを集め

るホットロッド・カスタムショー。

今年は、Rockers&Choppersと

題してモーターサイクルを加え、

200台を超える展示となり、例

年にも増して賑やかな開催とな

りました。残念なことに1日限

りの開催でしたが、会場には特

別ゲストとして、あのアメリカン・

ロックシーンを代表するグルー

プ“ZZ TOP”のビリー・ギボン

ズ氏が登場！氏の愛車も展示され、

3バンドが出演したライブともども大いに盛り上がりました。バ

ンダイHOT WHEELSの会場限定モデル販売など催事も多彩で、

来場者たちはアメリカ気分の一日を満喫していました。 

12月1日（日） 展示ホール 

中高年の方なら映画「イージーライダー」

で思い出すのが、ハイウェイを威風堂々

と進むオートバイ“ハーレーダビッド

ソン”です。バイクファン以外にも人

気の高い、この“ハイウェイの王者”

ハーレーが、会場に250台以上も集結

した様子は圧巻！普通自動車のエンジ

ン並みの排気量を持つ、ハーレー伝統

の V 型 2 気筒エンジ

ンの咆哮に圧倒され

ました。この催しは

100周年を迎えたハー

レーの、記念リミテ

ッドモデルや水冷エ

ンジン搭載タイプを

はじめとする最新モ

デルも販売される商談会や最初期モデルや軍用モデル等の歴史的

モデルの展示会など、会場につめかけた来場者の目は真剣そのも

の。一台一台、憧れのハーレーを食い入るように見つめている姿

が印象的でした。 

第11回ヨコハマ  
ホットロッド・カスタムショー2002


