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透析液清浄化カンファレンス�
参加対象：関係者のみ　来場者数：150人�
無料�

株式会社ジェイエムエス�
TEL : 045-453-3327　FAX : 045-453-0414

人工透析における、透析液の清浄化につ
いての研究・発表�8.3（日）�

月�

7

月�

8

開催日� 催事名� 内容� 連絡先�

パシフィコ横浜で開催される催物を紹介します。�

pick up events
7月16日（水） 国立大ホール�

SEIKO MATSUDA CONCERT TOUR 2003 Call me

永遠のアイドルというよりも、ママドルとして

根強い人気を持つ松田聖子。今やコンサート

会場には彼女と一緒に青春時代を過ごしたファ

ンたちが、ママとなって、母子でかけつけます。

数々のヒット曲はもちろん、円熟味を増した

“旬”の歌声が聞けそうです。（6歳未満の

お子様の入場は御遠慮ください）�

　　　 お問合せ：KMミュージック　電話番号：045-201-9999�

17：30開場・18：30開演　全席指定 7,500円（消費税込）※お一人様4枚まで�

7月19日（土）～20日（日） 国立大ホール・会議センター�

JCサマーコンファレンス2003

　　　  お問合せ：サマーコンファレンス2003事務局　電話番号：045-223-6163（10:00～16:00 

土・日、祝祭日を除く） http://www.web.jaycee.or.jp/2003/samakon/　summercon@balloon.co.jp

7月31日（木）～8月3日（日） 展示ホール�

おもちゃみらい博／2003 JAPAN TOY SHOW

これまでの「東京おもちゃショー」をリニューアル。

例年は業界関係者のトレードショー的要素も含ま

れていたものが、子供達はもちろん、広く大人の

方にもおもちゃの世界を楽しんでいただくため、

一般公開となりました。“海・山・おもちゃの夏

休み”をテーマに、国内玩具メーカー等42社から

様々なおもちゃが集結。遊べて、楽しめるイベント！�

　　　 お問合せ：「おもちゃみらい博」事務局　電話番号：03-3547-2660（10:00

～17:00 土・日、祝祭日を除く）  http://www.toys.or.jp/mirai

8月5日（火）～8日（金） 会議センター・国立大ホール�

Microsoft Tech・Ed ＆ EDC 2003 YOKOHAMA

日本では9回目の開催を迎える本年のMicrosoft 

Tech･Edは、開発者に向けたMicrosoft Tech･Edと

IT Proに向けたMicrosoft Enterprise Deployment 

Conference（EDC）を4日間にわたり開催いたします。

80を超えるセッションを通じて、開発からシステムの

運用／管理／展開までの最先端の技術情報と構

築／運用のノウハウを凝縮してお届けしてまいります。�

　　　 お問合せ：マイクロソフト コンファレンス登録事務局　電話番号：0120-410-693（10 : 00～17 : 00 土・日、

祝祭日を除く）　FAX：0120-518-807（ 24時間受付）　http://www.microsoft.com/japan/enterprise/events/te03/

8月9日（土）～10日（日） 展示ホール�

ポケモンフェスタ2003

夏休みにご家族揃って楽しめるイベ

ントです。ピカチュウはじめ、お馴染

みのキャラクターが繰り広げるステー

ジや、グッズ販売、ここだけのイベン

トオリジナルグッズがもらえる各種アト

ラクションコーナー…と楽しさぎっしりのポケモン・ワールド。ポケモン

カードゲームの公式トーナメントも開催されます。�

　　　 お問合せ：ポケモンカスタマーサポートセンター　フリーダイヤル：0120-

049-725（11：00～18：00 土・日、祝祭日を除く）　http://www.pokemon.co.jp

9月17日（水）～19日（金） 会議センター・展示ホール�

2003 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会 共催展示会�

正確さと迅速さが求められる臨床検

査。病気の早期発見・治療を考

えれば、臨床検査の自動化は、大

きなテーマなのでしょう。この催事

は“良質な医療の提供”を目標

とし、国内外から病院の検査室関係者、臨床検査関連メーカー等が

集結して、知識や技術を情報交換する有意義なイベントです。�

　　　 お問合せ：日本臨床検査自動化振興会　電話番号：03-5689-5910�

FAX：03-5689-5917　http://village.infoweb.ne.jp/ f̃vgh9010/

9月27日（土）～28日（日） 展示ホール�

ハーレーファミリーEXPO in 横浜2003

大排気量Vツインのサウンドと、堂々

のスタイルでライダーを魅了し続け

るハーレーダビッドソン。1号車が

この世に生まれてちょうど1世紀の

今年、会場には記念モデルはじめ、

こだわりのカスタム車まで約200台のハーレーが勢揃い！もちろん、新

車・中古車の展示商談会、パーツ販売等もあります。�

　　　 お問合せ：ライダースショップケーユー（その他、ハーレー正規販売店）�

電話番号：042-751-2121　FAX：042-751-2128　http://www.keiyu.co.jp/rs/

10月2日（木）～5日（日） 展示ホール・会議センター�

JATA国際観光会議&世界旅行博2003

海外旅行を思いっきり楽しみたいなら、

まずは情報収集。このイベントがお

役に立ちます。国内外の観光機関、

航空・旅行会社、ホテル等の団体・

企業が出展するJATA世界旅行博

なら、観光だけでなく海外ウェディングやクルーズといったテーマ別旅

行まで、耳寄り情報も穴場情報もなんでも分かります。�

　　　 お問合せ：JATA世界旅行博2003事務局�

電話番号：03-5332-3624　FAX：03-3360-2460　http://jata-wtf.com

いまだ混迷が続く日本経済。しかし

「志」を持つ日本の青年経済人が立

ち上がります。この場で議論し、交換・

共有することから新しい発見を見い出

し、「市民主導のまちづくり」「個性ある地域開発」「これからの教育」

をはじめとする経済的問題点や解決策への提言等、国家青年会議所

として“「日本改新」へのソリューション”を発信します。�

第13回 日本デコラティブペインティング協会（JDPA）コンベンション�
参加対象：一般公開　来場者数：7,500人�
有料 （当日券のみ）500円�

6.30（月）�
�
～7.2（水）�

アクティブひゅーまんライフ 2003�
～福祉を支える技術とサービス 高齢者・障害者の元気な笑顔～�
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人　無料�

7.4（金）�
�
～7.6（日）�

横浜市介護老人保健施設研究大会�
参加対象：一般公開　来場者数：350人�
無料�

7.5（土）�

感染防止のための輸液の最新知識と技術�
参加対象：関係者のみ　来場者数：700人�
有料 6,000円�

7.6（日）�

TRC ポスターセッション 2003
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：700人�
無料�

7.8（火）�

ベストインテリアショー in 横浜�
参加対象：関係者のみ（11日のみ一般入場可 申込不要）�
来場者数：2,000人�

7.10（木）�
�
～7.11（金）�

第5回 「RING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：500人�
�

7.12（土）�
�

第2回 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：600人�
無料�

7.12（土）�
�

ボクシング世界戦�
参加対象：一般公開　来場者数：3,000人（予定）�
有料 A席30,000円、B席20,000円、C席10,000円、D席5,000円�

7.12（土）�
�

SEIKO MATSUDA CONCERT TOUR 2003 Call me
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,000人�
有料 全席指定7,500円�
�

7.16（水）�
�

参加対象：一般公開　来場者数：8,000人�
無料�

7.19（土）�
�
～7.20（日）�

2003 神奈川全私学（中・高）展�
参加対象：一般公開 　来場者数：24,000人�
無料�

7.20（日）�

ワミレスコスメティックス（株） ウインズ 横浜地区勉強会�
参加対象：関係者・招待者のみ　来場者数：150人�
無料�

7.22（火）�

かながわ老人福祉研究大会�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：800人�
有料 5,000円�

7.22（火）�

インターナショナル・ファッション・フェア�
参加対象：業界関係者のみ　来場者数：30,000人　�
無料�

7.23（水）�
�
～7.25（金）�

第53回 “社会を明るくする運動”一日保護観察所長行事�
参加対象：関係者及び一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人�
無料�

7.25（金）��
�

第32回 カウンセリング研修会神奈川大会�
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：400人�
有料 学会員・学生26,000円、一般30,000円�

7.25（金）�
�
～7.27（日）�

第44回 思春期保健セミナー コースⅠ�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：350人�
有料 31,500円�

7.25（金）�
�
～7.27（日）�

大学ガイダンス 2003 ｉｎ 横浜�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：3,000人�
無料�

7.26（土）�
�
�

日産部品中央販売（株） 2003年大感謝祭�
参加対象：招待者のみ　来場者数：4,000人�
無料�

7.26（土）�
�
～7.27（日）�

“横浜市産学連携フォーラム”横浜リエゾンポート 2003
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,250人�
無料�

7.29（火）�

おもちゃみらい博�
参加対象：一般公開　来場者数：150,000人　有料 1,000円�
（前売り900円 保護者1名が同伴する未就学児2名までは無料）�

7.31（木）�
�
～8.3（日）�

日本デコラティブペインティング協会�
TEL : 03-5649-2321　FAX : 03-5649-2325�
http://www.jdpa.jp     �
�

デコラティブペインティング作品900点余
展示セミナー、販売ブース、デモンストレー
ション　他�

アクティブひゅーまんライフ運営事務局（株式会社アイシーエス企画内）�
TEL : 03-3263-0103　FAX : 03-3263-7537�
http://www.ics-inc.co.jp/AHL2003/index.html�
�

・最先端の福祉用具・バリアフリー住宅設備�
・ユニバーサルデザイン商品等の展示会�
・第2回 ヨコハマヒューマンテクノランド�

介護老人保健施設　ウェルケア新吉田�
TEL : 045-590-3855　FAX : 045-590-3881�
�

横浜市内老健施設従事者向けの講演会
と日頃の研究の成果を競う研究発表大会�

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

ナースを対象とした学術セミナー�

株式会社東レリサーチセンター�
TEL : 03-3245-5666　FAX : 03-3245-5804�
http://www.toray-research.co.jp/　�

分析測定解析の受託に関し事例をポスター
にて紹介、皆様の課題に解決策を提案致
します�

全家工連九州ブロック支部�
TEL : 0944-87-2038　FAX : 0944-87-2070�
http://www.kagu-fukuoka.or.jp�
�

国内で創られる木製家具、インテリアの新
作展示会　「日本の新しいインテリアトレ
ンドを発信」�

経営革新セミナー�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：延べ320人�
有料 95,000円�

7.8（火）�
�
～7.11（金）�

株式会社ビジネスコンサルタント�
TEL : 045-461-5788　FAX : 045-451-0201�
http://www.bcon.co.jp�
�

最新の組織変革理論とテクノロジーにつ
いて、様々なツールや事例をご紹介致しま
す�

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

保険業界の最新情報セミナー�

トーレラザール・マッキャン内「市民フォーラム」事務局�
TEL : 03-3547-0599�
http://www.kbcts.gr.jp

神奈川県内の乳癌患者さんと家族を対象
に乳癌の治療と再発予防に関する公開セ
ミナー�

横浜光ボクシングジム�
TEL : 044-584-7661　FAX : 044-287-9450�
�

WBA世界ミニマム級タイトルマッチ�
ノエル・アランブレッドVS新井田豊�

株式会社ケーエムミュージック�
TEL : 045-201-9999�
http://www.kmmusic.co.jp/

松田聖子コンサート横浜公演�

社団法人日本青年会議所サマーコンファレンス運営特別委員会�
TEL : 045-223-6163　FAX : 045-223-6165�
http://www.jaycee.or.jp/2003/samakon/

「誇り高き、人の時代」を目指し「日本改新」
へのソリューションを発信�

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

県内141校の私立中学・高等学校・中等
教育学校が学校紹介を行う�

株式会社ウインズ�
TEL : 03-3575-4112　FAX : 03-3575-4133�
�

テーマ商品の勉強会�

神奈川県社会福祉協議会�
TEL : 045-311-1424　FAX : 045-312-6302�
�

高齢者福祉サービスに関する研究発表とテー
マ別パネルディスカッション�

株式会社アイシーエス企画�
TEL : 03-3263-6032　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�

横浜保護観察所　更生保護振興課�
TEL : 045-201-1844　FAX : 045-640-1647�
�

藤原紀香を一日保護観察所長に迎え、地
域をより明るくする犯罪予防キャンペーン
を行う�

NPO法人日本カウンセリングカレッジ��
TEL : 03-3583-2791　FAX : 03-3583-2792�
�
�

日本カウンセリング学会主催のカウンセリ
ング研修会（7コース）�

社団法人日本家族計画協会�
TEL : 03-3269-4785　 FAX : 03-3267-2658�
�

思春期保健の基礎を学ぶ。保健・医療・
福祉等思春期に携わっている方対象�

株式会社大学通信�
TEL : 03-3291-3701　FAX : 03-3291-6508�
http://www.univpress.co.jp

国公私立大学参加の大学相談会。学部
のこと入試のことお気軽に相談できます�

日産部品中央販売株式会社�
TEL : 03-3758-5524　FAX : 03-3759-5133�
�

自動車整備用機械工具、カーライフ商品、
家電、パソコン、スポーツ、家庭用品の展
示会�

財団法人横浜産業振興公社　産学連携推進部�
TEL : 045-225-3733　FAX : 045-225-3738�
http://joint.idec.or.jp/�
�

横浜市内理工系8大学とTLOによる研究
成果のポスターセッション及びセミナーの
開催�

おもちゃみらい博事務局�
TEL : 03-3547-2660　FAX : 03-3547-2908�
http://www.toys.or.jp/mirai

東京おもちゃショーが、一般消費者むけに
パワーアップ　初の横浜開催�

ESP神奈川県指導会�
参加対象：一般公開　来場者数：650人�
有料 1,000円�

8.3（日）�
ESP神奈川県指導員会�
TEL : 044-755-0428　FAX : 03-5608-2002�
http://www.espnet.co.jp

心と体の健康についての講演会及び質
疑応答�

JCサマーコンファレンス 2003

参加対象：関係者のみ　来場者数：350人�
有料�

7.16（水）�
�

社団法人日本能率協会�
TEL : 03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447�
�

チーム活動事例発表と講演�Innoｖative Team's Conference 2003



第3回 エコマテリアル＆リサイクリングジョイント国際ワークショップ�
参加対象：10/6（月）関係者のみ、10/7（火）一般公開 事前申込要�
来場者数：300人　無料�

社団法人未踏科学技術協会�

TEL : 03-3503-4681　FAX : 03-3597-0535�
http://www.sntt.or.jp/eco/

エコマテリアルおよびアジア圏のリサイ
クルについて国内外の専門家を招き討
論を行う� 会�

convention calendar
8月� 11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�convention calendar ・・・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�

2003年 サマースクール横浜大会�
参加対象：関係者のみ（幼稚園先生、保育士、小学校養護学校教諭）�
来場者数：1,800人　有料 11,000円�

8.11（月）�
�
～8.12（火）�

日本幼年教育研究会�
TEL : 048-250-1577　FAX : 048-252-9861�
http://www.meito.jp/index.html

主に幼稚園、保育園の先生方を対象と
した日常保育に役立つ実技研修会�

ポケモンフェスタ 2003
参加対象：一般公開　�
無料�

8.9（土）�
�
～8.10（日）�

ポケモンカスタマーサポートセンター�
TEL : 0120-049-725（受付時間：平日11時～18時）�
http://www.pokemon.co.jp

全国9会場で延べ14日間、ゲーム、カードゲーム、アトラクション、
ステージショーなど 様々な遊びが楽しめる夏の祭典。��ご家族
や、ポケモンファンの皆様が一日中楽しんでいただけるイベント� 展�

GSフェスティバル '03 “夏の陣”�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,500人�
有料 前売6,000円、当日6,500円�

8.10（日）�
株式会社ケーエムミュージック�
TEL : 045-201-9999�
http://www.kmmusic.co.jp/

甦る青春時代、あの感動をもう1度。ス
ペシャルイベント第二弾、開催決定！�

国�

会�
バルーン・アート・コンテスト「海のおもちゃ達」展�
参加対象：一般公開　来場者数：2,500人�
無料�

8.20（水）�
�
～8.24（日）�

ジャパン・バルーン・アーティスツ・ネットワーク（JBAN）�
TEL : 03-5317-5336�
http://www.emilys-balloon.com/omocha

バルーンアートの作品展示会。土・日は
体験コーナーあり。先着でバルーンプレ
ゼント� 国�

第7回 日本看護管理学会年次大会�
参加対象：日本看護学管理学会学会員、看護職、学生、その他�
来場者数：800人　有料 当日：学会員12,000円、非学会員13,000円�

8.22（金）�
�
～8.23（土）�

慶應義塾大学　看護医療学部�
TEL : 0466-49-6215　FAX : 0466-48-5398�
http://www.sfc.keio.ac.jp/7thjnap/

メインテーマ：看護政策決定過程とパワー
ダイナミックス～看護職のもてる力を高
める～� 会�

マジック：ザギャザリング 10周年記念フェスティバル�
参加対象：一般公開　来場者数：9,000人�
無料�

8.22（金）�
�
～8.24（日）�

株式会社ホビージャパン�
TEL : 03-5363-1455　FAX : 03-3354-8528�
http://www.hobbyjapan.co.jp/magic/

発売10周年を迎えたカードゲーム「マジ
ック：ザ・ギャザリング」のビッグイベント�

展�
第13回 中小商工業全国交流・研究集会�
参加対象：一般公開　来場者数：3,000人�
�

8.23（土）�
�
～8.25（月）�

全国商工団体連合会�
TEL : 03-3987-4391　FAX : 03-3988-0820�
�

中小商工業の発展方向についての交流・
研究と中小業者の商品・製品、技能・技
術発表会�

4th International Symposium on 157nm Lithography
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：250人�
�

8.25（月）�
�
～8.28（木）�

株式会社半導体先端テクノロジーズ第二研究部　若宮�
TEL : 0298-49-1335　FAX : 0298-49-1186

157nmリソグラフィに関するシンポジウ
ム�

会�
自治労 第74回 定期大会�
参加対象：関係者のみ（組合代議員）　来場者数：20,000人�
無料�

8.25（月）�
�
～8.29（金）�

株式会社アイシーエス企画�
TEL : 03-3263-6701　FAX : 03-3263-7997�
�

年に一度開催する自治労の最高決議機
関であり、新年度の運動方針などを決定
する�

かながわ就職面接会�
参加対象：一般公開　来場者数：2,500人�
無料�

9.4（木）�
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�

展�

展�会�

会�国�

国�

ア�

第14回 日本急性血液浄化学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：350人�
無料�

9.11（木）�
�
～9.12（金）�

横浜市立大学　医学部　附属市民総合医療センター�
高度救命救急センター�
TEL : 045-261-5656　FAX : 045-253-5350

救急領域における各種病態下に対する
血液浄化法の意義と効果に関する学会
総会� 会�

第10回 日本門脈圧亢進症学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人�
有料 15,000円�

9.11（木）�
�
～9.12（金）�

東海大学医学部　外科　教授 幕内博康�
TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-93-2659

医学学会�

会�
全トヨタ労働組合連合会 第32回 定期大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,500人�
無料 

9.12（金）�
�
～9.13（土）�

碧海観光サービス株式会社�
TEL : 0565-24-1180　FAX : 0565-24-1187�
�

全トヨタ労働組合連合会の規定による
定期大会�

第31回 マルシン リフォームフェア�
参加対象：招待者のみ�

�
9.13（土）�

マルシン建材株式会社�
TEL : 03-3649-2001　FAX : 03-3649-2078

住宅資材の展即会�

展�
第17回 日本臨床内科医学会�
参加対象：関係者のみ（市民公開講座は一般公開）　来場者数：1,200人�
市民公開講座は無料 その他は事前申込13,000円、当日申込15,000円�

9.13（土）�
�
～9.15（月）�

株式会社メディカルトリビューン�
TEL : 03-3239-7273　FAX : 03-3239-7246�
http://www.kmed.org/kanagawanaika/jpa/jpa.php

医療従事者（主に医師）による学会�

会�

私学・私塾フェア 2003 私立中･高進学相談会�
参加対象：一般公開　来場者数：7,000人�
無料�

9.15（月）�
（社）かながわ民間教育協会�
TEL : 045-461-4152　FAX : 045-461-4148�
http://www.kmkk.or.jp

神奈川・東京の私立中学・高校の先生と
直接対面で相談をする会　受験生及び
父母対象� ア�

ジョアン・ジルベルト コンサート�
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人�
有料 S席12,000円 A席9,000円�

9.15（月）�
ディスクガレージ�
TEL : 03-5436-9600

コンサート�

国�

2003 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：7,000人�
無料�

9.17（水）�
�
～9.19（金）�

日本臨床検査自動化振興会�
TEL : 03-5689-5910　FAX : 03-5689-5917�
�

臨床検査機器、試薬、システム�

第7回 臨床解剖研究会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人�
�

9.20（土）�
横浜市立大学医学部　第2外科　遠藤格�
TEL : 045-787-2650　FAX : 045-782-9161�
�

研究会�

展�会�
「宗　流四方会全国家元点前講習会」�
参加対象：招待者のみ�
有料 未定�

9.20（土）�
財団法人茶道宗　流不審庵�
http://www.sohenryu.com/�
�

侘び数寄を伝える宗　流の門人が全国
から集まり、家元の指導、来年のテーマ
発表を行う� 国�

神整振 自動車整備技能コンクール／神整商 フェスティバル�
参加対象：関係者のみ（一部一般公開）　来場者数：3,000人�
無料　�

9.21（日）�
社団法人神奈川県自動車整備整備振興会  TEL : 045-934-2311  FAX : 045-934-2942��
神奈川県自動車整備商工組合  TEL : 045-933-7901�
FAX : 045-932-8660　http://www.car-jp.com/

県内の自動車整備士による整備技能コ
ンクール並びに最新の自動車整備用機
器類の展示�

日本神経疾患医療福祉従事者学会�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,500人�
有料 5,000円�

9.21（日）�
横浜新都市脳神経外科病院�
TEL : 045-911-2011　FAX : 045-911-4517�
http//www.jyujisyagakkai.com

学会�

会�

ワールドホビーフェスティバル横浜12&�
コミックワールド横浜28�
参加対象：一般公開　来場者数：2,500人　有料 700円�
�

9.21（日）�
エスイー株式会社�
TEL : 044-755-8833　FAX : 044-755-7530�
http://www.whf-jp.com

模型＆TOYと同人誌の展示即売会�

展�
平成15年度 神奈川工科大学父母懇談会（横浜会場）�
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人�
無料�
�

�
9.27（土）�
�

神奈川工科大学�
TEL : 046-241-9394　FAX : 046-242-3529�
�

学生の父母への成績、就職等の説明と
個別相談及び懇親会を行う�

ア�
ハーレーファミリーEXPO in 横浜 2003
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人�
無料�

9.27（土）�
�
～9.28（日）�

ライダースショップケーユー（相模原店）�
TEL : 042-751-2121　FAX : 042-751-2128�
http://www.keiyu.co.jp/rs/

ハーレーダビットソン100周年モデルが勢
ぞろいします。一般の方も楽しめるイベン
トです�pick up!

pick up!

pick up!

参加対象：関係者のみ　来場者数：500人�
有料 1,500円�

�
9.13（土）�

東海大学医学部　外科　教授 幕内博康�
TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-93-2659�
�

医学学会�

会�

第276回 日本消化器病学会関東支部例会�

月�

8

旭川家具横浜展 2003
参加対象：一般公開　来場者数：6,000人�
無料�

10.10（金）�
�
～10.12（日）�

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

北海道・旭川で生産された木製家具の
展示会�

第8回 IUMRS先進材料国際会議�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000人　�
無料�

10.8（水）�
�
～10.13（月）�

横浜国立大学大学院環境情報研究院�
TEL : 045-339-4305　FAX : 045-339-4305�
http://www.mrs-j.org/ICAM2003

ナノ・IT・環境などに関する先進材料の
分野横断的な研究成果の発表と意見交
換を行う� 会�

保育と福祉環境展�
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人�
無料�

10.9（木）�
�
～10.11（土）�

株式会社システム開発研究会�
TEL : 03-3837-5741　FAX : 03-3837-5743�
http://member.nifty.ne.jp/GREEN-BUSINESS/

保育産業の運営と経営＝保育待機児解
消の各種施設と施策、安全衛生と自然・
知育教育� 展�

グリーンビジネス展�
参加対象：一般公開　来場者数：18,000人�
無料�

10.9（木）�
�
～10.11（土）�

株式会社システム開発研究会�
TEL : 03-3837-5741　FAX : 03-3837-5743�
http://member.nifty.ne.jp/GREEN-BUSINESS/

再生可能エネルギーの基本と応用、屋
上緑化資材、多自然型施設、資源再利
用資材と応用� 展�

展�

第76回 日本生化学会大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人  �
有料 7,000円　�

10.15（水）�
�
～10.18（土）�

第76回 日本生化学会大会事務局�
TEL : 06-6873-2301　FAX : 06-6873-2300�
http://edpex104.bcasj.or.jp/jbs2003/�
�

日本生化学会が一年に一度開催する大
会で、生命科学分野の最先端の発表と
討論を行う� ア�展�会�

ア�展�

ア�展�

情報処理技術者試験�
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,500人�
有料 5,100円�

10.19（日）�
財団法人日本情報処理開発協会�
情報処理技術者試験センター関東支部�
TEL : 03-5531-0067　FAX : 03-5531-0177�
�

平成15年度秋期情報処理技術者試験
実施�

エコー・ウォーカソン 2003 イン ジャパン横浜大会�
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：6,000人�
有料 1,500円（内1,000円をチャリティーとさせていただきます。）�

�
10.19（日）�

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.walkathon.jp

歩くことによってチャリティーに参加でき
る新しいスタイルのウォーキングイベント�

国�
第25回 国際電子通信エネルギー会議  INTELEC '03
参加対象：一般公開　来場者数：約800人�
有料 会員で事前登録のある場合60,000円�

10.19（日）�
�
～10.23（木）�

（株）ＮＴＴ建築総合研究所　四元勝一�
TEL : 0422-41-3611　FAX : 0422-40-7115�
http://www.intelec.org

通信エネルギーや電子・IT機用電源に
関する論文発表と製品展示会�

会�
第43回 全国楽器協会大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人�

�
10.23（木）�
�

東京楽器協会�
TEL : 03-3251-7445　FAX : 03-3252-7246�
�

表彰・講演等�

ア�
2003 楽器フェア�
参加対象：一般公開　来場者数：10万人�
有料 1,000円�

10.23（木）�
�
～10.26（日）�

日本楽器フェア協会�
TEL : 03-3865-9615　FAX : 03-3865-9352�
http://www.musicfair.jp/

国内外一流楽器の展示と試奏・体験。
音楽の最新情報の提供、イベント・セミナー
など�

A&Vフェスタ 2003
参加対象：一般公開　来場者数：80,000人�
有料 1,000円�

10.23（木）�
�
～10.26（日）�

社団法人日本オーディオ協会�
TEL : 03-3546-1206　FAX : 03-3546-1207

音と映像のリアリティを追求する新製品
新技術満載の音楽と映像の体感イベント�

展�
第42回 日本臨床細胞学会秋期大会�
参加対象：関係者のみ （一般講座のみ一般公開）　来場者数：3,000人�
有料 （学会員）、一般公開講座は無料 事前登録10,000円 当日登録11,000円�

10.25（土）�
�
～10.26（日）�

東海大学　大磯病院�
TEL : 0463-72-3211　FAX : 0463-72-2256�
http://www.jscc42aki.com

細胞診による各種癌の診断を専門とす
る医師や細胞検査士が一同に集う学術
集会�

かながわ技能フェスティバル�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,000人�
無料　�

11.2（日）�
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

第35回技能コンクール（実技・表彰・チャ
リティセール等）と、ものづくり体験教室�

展�

会�展�
第4回 横浜骨董ワールド�
参加対象：一般公開　来場者数：12,000人�
有料 1,000円　�

11.1（土）�
�
～11.3（月）�

横浜骨董ワールド事務局�
TEL : 03-5996-4105　FAX : 03-5996-4130�
http://www.kottouworld.com

和洋骨董アンティークトイのディーラー
約400社の集う国内最大級の大骨董展
示即売会� 展�

参加対象：一般公開　来場者数：40,000人�
有料 2,000円（事前登録により無料）�

10.29（水）�
�
～10.31（金）�

日経BP社�
TEL : 03-5210-7044　FAX : 03-5210-7014�
http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/

液晶、プラズマ、有機ELなど、フラットパ
ネルディスプレイに関する展示会＋セミ
ナー�

FPD International 2003

杏里 コンサート�
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人�
有料 未定�

10.11（土）�
株式会社KMミュージック�
TEL : 045-201-9999�
http://www.kmmusic.co.jp

ANRIデビュー25周年のスペシャルライブ�

国�

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　�

11.2（日）�
財団法人国際生態学センター�
TEL :  045-651-7690　FAX : 045-651-7692

緑の復元と創造と題して、身近な自然の
復元と回復について討論します�

会�

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。�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!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。�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�

10.6（月）�
�
～10.7（火）�

社団法人日本半導体製造装置協会�
TEL : 03-3353-7651　FAX : 03-3353-7970�
http://www.seaj.or.jp

基調講演と技術分科会からなり、業界関
連の産・官・学が一堂に会し議論を深め
る� 会�

10.8（水）�
�
～10.9（木）�

「ブライアン・セッツァー・オーケストラ」コンサート�
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人�
有料 全席指定6,800円�

11.3（月）�
ウドー音楽事務所�
TEL :  03-3402-5999�
http://www.udo.co.jp

コンサート�

国�

半導体製造技術 Forum 2003
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人�
有料 1日：25,000円（2日間通し：40,000円）�

展�会�
織田裕二 コンサートツアー 2003
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人�
有料 全席指定6,300円�

9.18（木）�
株式会社キョードー横浜　　　�
TEL : 045-671-9911

2年ぶりの織田裕二全国ツアー�

国�

展�

ア�展�

月�
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国�会�

JATA国際観光会議＆世界旅行博 2003
参加対象：10／2（木）国際会議は関係者のみ 事前申込要、10／3（金）展示会は関係者のみ、以降一般公開�
来場者数：90,000人　有料 大人1,200円、学生600円※小学生以下保護者同伴は無料�

10.2（木）�
�
～10.5（日）�

JATA国際観光会議＆世界旅行博2003事務局�
TEL : 03-5332-3624（展示）�　03-5332-3626（会議）�
FAX : 03-3360-2460　http://jata-wtf.com/

“旅行の見本市”として世界中から観光・
旅行関係者が出展。最新の旅行情報が
入手できる�pick up!

第25回 日本臨床栄養学会・第24回 日本臨床栄養協会大連合大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人�
有料�

10.3（金）�
�
～10.5（日）�

東邦大学医学部付属大橋病院　栄養部内�
TEL : 03-3481-7322　FAX : 03-3468-6192�
�

Nutrition Week2003と称し栄養関連の
学術集会を開催�

会�
第9回 日本腹膜透析研究会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人�
有料 8,000円�

株式会社メディカル東友�

TEL : 046-220-1705　FAX : 046-220-1706�
http://www.mtz.co.jp/capd9/

CAPDの新たな夢の実現に向けて！�10.4（土）�
�
～10.5（日）� 会�

会�展�

月�

11

月�

10

国�会�

展�

pick up!

ジャストカット 2003
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000人�
有料 2,000円�

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�8.4（月）�
�
～8.5（火）�

Microsoft Tech・Ed & EDC 2003 Yokohama
参加対象：一般公開 事前申込要�
有料 36,000円～（詳細はWebサイトをご覧ください）�

8.5（火）�
�
～8.8（金）�

マイクロソフトコンファレンス登録事務局　te03@event-info.jp�
TEL : 0120-410-693（10：00～17：00土日・祝祭日を除く）  FAX : 0120-518-807（24時間受付）�
http://www.microsoft.com/japan/enterprise/events/te03/

80を超えるセッションを通じて、4日間に渡り開発からシ
ステムの運用／管理／展開までの最先端の技術情報と
構築／運用のノウハウを凝縮してお届けしてまいります�

月�

9
開催日� 催事名� 内容� 連絡先�



パシフィコ横浜で開催された催物をご紹介します。�

close up events

6 7

11月� 12月�

convention calendar ・・・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�

開催日� 催事名� 内容� 連絡先�

ビルメンヒューマンフェア '03
参加対象：一般公開　来場者数：20,000人�
無料�

11.18（火）�
�
～11.19（水）�

社団法人全国ビルメンテナンス協会�
TEL : 03-3805-7560　FAX : 03-3805-7561�
http://www.j-bma.or.jp/

ビルメンテナンスの業務技術・品質向上
を目的に、役職階層に合わせたイベント
を展開�

第6回 日本腎不全看護学会学術集会総会�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500人�
有料 会員7,000円、非会員10,000円  

11.15（土）�
�
～11.16（日）�

日本腎不全看護学会�
TEL : 045-253-1532　FAX : 045-253-1527�
�

講演・一般演題発表・総会�

会�
第19回 日本脳神経血管内治療学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人�
有料 15,000円�

11.17（月）�
�
～11.19（水）�

株式会社コンベックス�
TEL : 03-3589-3355　FAX : 03-3589-3974�
�

医学学会�

会�

展�
第51回 日本職業・災害医学会総会・学術大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人�
無料�

11.19（水）�
�
～11.20（木）�

株式会社ICS企画�
TEL : 03-3263-6474　FAX : 03-3263-7537�
http://www.pmet.or.jp/̃jomt2003/

学術大会�

ア�
ビルメンテナンス青年部会 全国大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：400人�
有料 未定�

11.20（木）�
株式会社坂口ビルクリーン�
TEL : 044-811-4071　FAX : 044-822-0028�
http://www.kanagawa-bma.or.jp/

ビルメンテナンス業に携わる青年による
全国大会�

会�
インターナショナル・キルトウィーク横浜 2003
参加対象：一般公開　来場者数：75,000人�
有料 1,000円�
�

11.20（木）�
�
～11.22（土）�

株式会社パッチワーク通信社　�
TEL : 03-3816-5529　FAX : 03-3816-4467�
http://www.viq.com

国内外のキルト作品の展示、キルトコン
テスト、講習会、見本市、物品販売�

第40回 関東甲信地区医学検査学会�
参加対象：一般公開　来場者数：1,500人�
有料 会員：5,000円　一時参加者：無料�
�

11.22（土）�
�
～11.23（日）�

大和市立病院臨床検査課�
TEL : 0462-60-0111　FAX : 0462-60-3371�
http://www.jinringi.or.jp

「感染症撲滅への挑戦」と題して、最新
の医学検査の進歩状況を発表する学会�

会�
少林拳連盟 第13回 演武競演会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,800人�
無料�

11.23（日）�
心行巍禅少林拳連盟�
TEL : 045-242-8396　FAX : 045-241-8472

小林拳連盟関東全域の練成院が集い
演武の競演及び教士による模範演舞な
どの披露公開�

マイクロウェーブ展とワークショップ�
参加対象：一般公開　来場者数：6,000人�
無料�

11.26（水）�
�
～11.28（金）�

MWE2003事務局／（株）リアルコミュニケーションズ�
TEL : 047-309-3616　FAX : 047-309-3617�
http://www.apmc-mwe.org

移動通信・ワイヤレスコミュニケーション
を支えるマイクロ波技術の最先端情報を
紹介�

国�

会�

展�

日本生殖内分泌学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人�
有料 3,000円（予定）�

11.29（土）�
横浜市立大学大学院医学研究科神経内分泌学�
TEL : 045-787-2579　FAX : 045-787-2578�
http://neurosci.med.yokohama-cu.ac.jp/

特別講演、ランチョンセミナー、シンポジ
ウム、及び一般演題�

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

12.3（水）�
�
～12.5（金）�

株式会社精機通信社�
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519�
http://seiki-tsushin.com/ite/   gazoten@ss-com.co.jp

画像処理関連機器の総合展示会。画像
処理技術を応用したあらゆる製品が一
堂に会します�

2003年度 PM賞表彰式�
参加対象：招待者のみ　来場者数：800人�
無料 

12.9（火）�
社団法人日本プラントメンテナンス協会�
TEL : 03-3433-0360　FAX : 03-3433-8666�
�

2003年度PM賞受賞企業・事業所・個人
に対する表彰・受賞式�

フライ フィッシング フェスタ 2003
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人�
有料 1,500円�

12.13（土）�
�
～12.14（日）�

フライフィッシングフェスタ事務局�
TEL : 03-3294-5170　FAX : 03-3294-0818�
http://www.flyfishing-festa.com/

釣りの一分野であるフライフィッシングの
展示会�

展�
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�

12.14（日）�
�
～12.15（月）�

ＮＰＯ地球倶楽部ネットワーク2000�
TEL : 03-3261-9999　FAX : 03-3234-9698�
�

地球汚染の根本的解決の為の討議・研
究発表�

会�
THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENOME INFORMATICS
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600～700人�
有料 4,000円から13,000円�

12.15（月）�
�
～12.17（水）�

東京大学医科学研究所�
TEL : 03-5449-5615　FAX : 03-5449-5442�
�

バイオインフォマティクスに関する国際
会議�

会�
第26回 日本造血細胞移植学会�
参加対象：関係者のみ（一部一般公開）　来場者数：3,000人�
有料 未定�

12.19（金）�
�
～12.20（土）�

東海大学病院　細胞移植再生医療科�
TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-91-6235�
http://www2.convention.co.jp/jshct26/

共存の医学　協調の医療�

会�
J-ASEAN POPs in 横浜�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：5,000人�
有料 未定�

12.21（日）�
株式会社ステーション�
TEL : 03-3358-1901　FAX : 03-3353-4830�
http://www.jasean.jpf.go.jp�
�

日本とアセアンのトップミュージシャン勢
揃い。POPｓで国境を越えた絆を結び
ます�

参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人�
有料 10,000円�

12.11（木）�
�
～12.13（土）�

昭和大学　医学部　薬理学教室�
TEL : 03-3784-8128　FAX : 03-3784-8129�
http://www.mtz.co.jp/jscpt2003/

臨床薬理学に関するシンポジウム、講演
会等�

会�

第24回 日本臨床薬理学会年会�

月�

11

ア�展�

ア�展�

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�

国�

月�

12

会�ア�展�

会�国�

第31回 薬物活性シンポジウム�
参加対象：産官学の研究者  来場者数：約400人�
有料 日本薬学会・日本薬理学会会員： 8,000円、学生：4,000円、非会員：8,500円�

11.5（水）�
�
～11.6（木）�

明治薬科大学薬理学教室�
TEL : 0424-95-8403　FAX : 0424-95-8403�
http://www.my-pharm.ac.jp/̃yakuri/kassei.html

薬理学・薬学領域の研究者が、基礎･臨
床研究におけるホットな話題について討
論する� 会�

ジャパンガーデニングフェア for 2004
参加対象：11／6（木）・7（金）関係者のみ  11／8（土）一般公開�
来場者数：30,000人　無料�

11.6（木）�
�
～11.8（土）�

ガーデンを考える会�
TEL : 052-571-7911　FAX : 052-571-7911�
http://www.npogarden.com

庭に関わりのある植物や資材の展示、
庭も作って啓蒙普及。国内最大級のトレー
ドショー� 展�

第23回 関東・甲信越地区看護研究学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,600人�
有料 6,500円�

11.7（金）�
�
～11.8（土）�

社団法人神奈川県看護協会�
TEL : 045-263-2901　FAX : 045-263-2905

関東甲信越地区看護協会員による看護
の発展と住民サービス向上を目的とした
研究発表�

ドイツ国際インプラントシンポジウム�
参加対象：関係者のみ　来場者数：400人�
有料 20,000円�

11.8（土）�
�
～11.9（日）�

トーシンデンタル株式会社�
TEL : 044-555-1013　FAX : 044-522-5577

歯科用インプラントの国際会議�
主にFBRインプラントについて�

会�
Embedded Technology 2003
参加対象：一般公開　来場者数：15,000人�
有料 1,000円�

11.12（水）�
�
～11.14（金）�

社団法人日本システムハウス協会�
TEL : 03-3668-3151　FAX : 03-3668-2197�
http://www.jasa.or.jp/et�
�

コンピュータ搭載機器の設計開発技術（エ
ンベデッドテクノロジ）の総合技術展と
セミナー�

WIRE TOKYO 2003
参加対象：関係者のみ�
無料　�

11.13（木）�
�
～11.15（土）�

東京国際ワイヤ産業展事務局�
TEL : 03-3263-6881　FAX : 03-3263-7537�
http://www.wiretokyo.co.uk

ワイヤ、ねじ、ばね、チューブ、ファスナー
等の製造、加工技術、製品までの総合展
示会� 展�

第56回 神奈川県農業協同組合大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人�
無料�

11.14（金）�
神奈川県農業協同組合中央会�
TEL : 045-680-3002　FAX : 045-640-1126

県下JAの組合員、役職員が集まり、意志
の結集を計る�

会�

今年で12回目を迎えた自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展

は、出展企業 258社、来場者数約 36,000 人を記録し、過去最

大の規模になりました。�

新技術の多くには“環境／安全／ IT”といった時代のニーズが

反映されています。“環境”の面で目を引いたのが、一部で実用

化が始まっている燃料電池車等です。環境への配慮抜きでは未来

の車は存在し得ないと言い切れるでしょう。“安全”で、来場者

の関心を集めていた技術のひとつがインテリジェントAFS。これはヘッ

ドランプの光の方向を自動的に制御するもので、夜間のカーブ走

行時に曲っていく先を照らしてくれるので視認性が格段に向上します。

こうした“安全”の技術には新時代の方向性がありました。それは、

これまでのシートベルトやエアバッグが、万一の時に身を守ってくれ

るパッシブ（受動的）セーフティだったのに対して、積極的に事故

を回避するアクティブ（能動的）セーフティという考え方です。�

屋外の「安全技術体験コーナー」では実走によるデモンストレーショ

ンが行われていました。急発進や空吹かしがなくなり、エンジンの

パワーを地面に最適な状態で伝えるトラクションコントロールという

技術。さらにこれを発展させたのが4輪安定制御で、カーブ走行

がより正確で安全なものになります。中でも驚かされたのはランフラッ

トタイヤです。このタイヤは、釘を刺して、空気を抜き、完全にタ

イヤの空気圧をゼロにしても、スピード走行、急ブレーキが可能です。

パンク後も時速80キロで、100キロの距離を走れるのだそうです。�

この他にも会場には快適な車、運転のための新技術が数多く展示

されていました。驚くほどの進化を遂げていく車の“いま”が体感

できる展示会でした。�

進化を遂げる様々な技術�

�

最先端の研究を続ける歴史ある医学会�

第76回 日本内分泌学会学術総会�
2003.5.8   5.11　展示ホール・会議センター�

内分泌学は近代医療の発展を支えてきた歴史ある学問領域

であり、今回の学術総会で76回目を数えます。�

日本の車はこんなに快適になった！�

人とくるまのテクノロジー展 2003／�
自動車技術会春期大会�
2003.5.21   5.23　展示ホール・会議センター�

会場で紹介された最新技術の数々。すべては“もっと楽しく、

便利で、心地よい”車のために開発されていました。�

第 76回日本内分泌学会学術総会は、「生活習慣病とホルモン」

をメインテーマとして開催され、2500名を超える多数の医療関係

者の参加がありました。豊かで便利な生活に起因する生活習慣病

は私たち現代人にとって大変身近でかつ深刻な“病”です。糖

尿病、高血圧症、高脂血症、骨粗鬆症、肥満など殆んどの生活

習慣病はホルモンとの関連が深く、内分泌学の立場から、生活習

慣病全体について広く活発な議論が繰り広げられました。また、学

会の最終日にあたる5月11日（日）には、「生活習慣病の予防」

をテーマとした市民公開講座も開催され、医師の専門的な見地を

わかりやすい言葉で聴ける良い機会とあって多数の来場がありました。

最先端の研究とその成果を日々の診療に役立てようとする医療関

係者の熱い思いが伝わってくる学会でした。�

生活習慣病を内分泌学の立場から�

第17回 日本呼吸療法医学会セミナー�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：270人�
有料 10,000円�
�

�
11.15（土）�

日本呼吸療法医学会セミナー委員会�
TEL : 088-880-2471　FAX : 088-880-2475

医療関係者向けの呼吸管理に関するレ
クチャー�

会�



表紙：人とくるまのテクノロジー展�
         自動車技術会春季大会�

7月4日（金）～6日（日）  10時～18時（4日のみ12時～）�
展示ホールD・アネックスホール�

アクティブ ひゅーまん ライフ 2003�
～福祉を支える技術とサービス 高齢者・障害者の元気な笑顔～�

開催直前！！　�

主催：アクティブ ひゅーまん ライフ 組織委員会�
 （社福）横浜市リハビリテーション事業団、（社）かながわ福祉サービス振興会、�

 パシフィコ横浜�
併催：第2回ヨコハマヒューマンテクノランド�
お問合せ先：アクティブ ひゅーまんライフ 運営事務局（アイシーエス企画内）�
TEL：03-3263-0103

主催：横浜おもちゃフェスタ実行委員会�
お問合せ先：横浜おもちゃフェスタ実行委員会事務局�
 （財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー内）�
TEL：045-221-2111

主催：ジャパン・バルーン・アーティスツ・ネットワーク（JBAN）�
共催：パシフィコ横浜�
お問合せ先：ジャパン・バルーン・アーティスツ・ネットワーク（JBAN）�
TEL：03-5317-5336　http://www.emilys-balloon.com/omocha

いよいよ7/4（金）～6（日）にアクティブひゅーまんライフ2003が開

催されます。�

最先端の福祉車両、福祉用具、介護サービス、バリアフリー住宅・

設備、ユニバーサルデザイン商品などの展示の他にケアマネジャー

やホームヘルパーを対象としたセミナー、介護サービス評価シンポ

ジウム、また事故で下半身まひとなった主人公が立ち直る姿を描く

映画「AIKI（アイキ）」の上映など盛りだくさんの内容となってい

ます。�

高齢者や障害を持つ人々が個性豊かに、よりよく生きられる社会を

実現していくために、サービスや製品の利用者と提供者の相互理

解を深める場となるこの3日間、是非皆様お誘いあわせのうえご来

場ください。�

8月20日（水）～24日（日）　10時～17時（20日のみ20時まで）�

バルーン・アート・コンテスト「海のおもちゃ達」展�

7/31（木）～8/3（日）に展示ホールで開催される

「おもちゃみらい博」に連動し、横浜市内の各

地でスタンプラリー等のイベントが開催されます。

今年の夏横浜が大きなおもちゃ箱になります！�

6月29日（日）～8月31日（日）�

横浜おもちゃフェスタ�

パシフィコ横浜。最新情報！�

【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�

みな
とみ
らい
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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�

高島町駅�
東急東横線� 国道16号線�

JR京浜東北線�

東
口�
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口�
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〒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）�

2003年7月1日発刊（季刊・年4回）�

入場無料�

入場無料�

ジャパン・バルーン・アーティスツ・ネットワーク（JBAN）のトップアー

チスト達が競うバルーン・アートの展覧会です。�

今年のテーマは「海のおもちゃ達」、夢の広がる作品が会場狭し

と並びます。毎日先着でバルーンのプレゼントがあり、23日（土）

と24日（日）にはアーチストによるバルーン・アート教室（体験コー

ナー）も開かれます。横浜おもちゃフェスタのスタンプラリー・ポイ

ントにもなっています。�

※スタンプラリーは各日10時～17時�

パシフィコ横浜  コンベンションニュース�
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