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7.2（金） 
財団法人エンジニアリング振興協会 
TEL : 03-3502-4444　FAX : 03-3502-4964

水素技術の国際標準ISO/TC197の
Plenary（総会） 

ア 

第27回 総合リハビリテーション研究大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
有料 5,000円 

財団法人日本障害者リハビリテーション協会 
TEL : 03-5273-0601　FAX : 03-5273-1523 
http://www.jsrd.or.jp 
 

わが国のリハビリテーション、障害者
福祉等に従事する専門職など関係者の
交流、研究の会合 

会 

会 

会 

会 

会 

会 

会 

ア 

会 

会 

横浜市介護老人保健施設連絡協議会 研究大会 
参加対象：一般公開　来場者数：500人 
無料 

横浜市介護老人保健施設連絡協議会 
TEL : 045-590-3855　FAX : 045-590-3881 
 

横浜市内介護老人保健施設の日頃の研
究成果の発表会 

第3回 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：1,500人 
有料 5,000円（学生無料） 

7.9（金） 
社会福祉法人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
就職相談会 

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。 

convention calendar
7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 

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 事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。 

水素エネルギー会議関連国際会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：30人 

お年寄りに優しい住まいの手直し 
（理学療法月間公開講座）  
参加対象：一般公開　来場者数：80人　無料 

関東労災病院 
 

住宅改修の公開講座 

7.1（木） 
 
～7.3（土） 

アクティブひゅーまんライフ組織委員会事務局（パシフィコ横浜内） 
TEL : 045-221-2160　 
http://www.ics-inc.co.jp/AHL/ 
 

最新の福祉機器、介護サービス、バリアフ
リー住宅・設備等の展示会及びイベント 

アクティブ ひゅーまんライフ2004 
～福祉を支える技術とサービス、あなたが選ぶくらし・いきかた～  
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人　無料　 

7.2（金） 
 
～7.3（土） 

7.2（金） 
 
～7.3（土） 

社団法人神奈川県病院協会 
TEL : 045-242-7221　FAX : 03-231-1794 
http://www.secretariat.ne.jp/54byouingakkai/

病院を構成する医師をはじめあらゆる職種
の方々を対象にした国内学会 

第54回 日本病院学会 
参加対象：関係者のみ（市民公開講座1講座あり：事前申込等） 
来場者数：4,000人　有料 10,000円 

国 
7.3（土） 

学校法人玉川学園 
TEL : 042-739-8928　FAX : 042-739-8929 
http://www.tamagawa.jp

玉川学園1～12年生（小学部・中学部・高
等部）が一堂に会し実践発表する音楽祭 

創立75周年記念「玉川学園音楽祭」 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：10,000人 
無料 

会 

6.27（日） 
 
～7.2（金） 

株式会社コングレ（登録手続きに関して） 
TEL : 03-5216-5551　FAX : 03-5216-5552 
http://www.whec15.jp

国際会議 第15回 世界水素エネルギー会議 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,200人 
有料 10,000～80,000円 

7.3（土） 

7.3（土） 

ユナイテッド・パワー サマーコンベンション 
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人 
有料 ただし関係者のみに販売 

7.10（土） 
ユナイテッドパワー株式会社 
TEL : 03-5436-2237　FAX : 03-5436-2238 
 
 

社長挨拶・表彰式・ゲストスピーチ 

東洋大学シンポジウム in 横浜 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：350人 
無料 
 

7.10（土） 
東洋大学総務課 
TEL : 03-3945-7223　FAX : 03-3945-7654 
http://www.toyo.ac.jp/

廃棄物問題をテーマに横浜市の中田市
長が基調講演、シンポジウムでは具体的
提言を行う 

第1回 神奈川TNT研修会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：60人 
有料 10,000円 

アボットジャパン株式会社 南関東支店 
TEL : 03-3357-6292　FAX : 03-3226-1395 
 

医学研修会 

第50回 関東地区高等学校PTA連合会大会 
神奈川大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,500人　無料 

7.11（日） 
神奈川県立高等学校PTA連合会 
TEL : 045-432-5889　FAX : 045-432-5891

関東地区7県の高等学校PTA会員が一堂
に会し、高等学校PTAの望ましいあり方を
探求する場 

展 

2004 神奈川全私学（中・高）展 
参加対象：一般公開　来場者数：25,000人 
無料 

7.19（月） 
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 

国 

神奈川チョキちゃんフェスティバル 2004 
第48回 関東甲信越理容競技大会  
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：10,000人　無料 

7.19（月） 
神奈川県理容生活衛生同業組合 
TEL : 045-771-3422　FAX : 045-771-9339 
http://www.krk.or.jp

お客様に感謝「小林幸子ショー」・理容技
術競技 

国 

国 

会 

w-inds.“PRIME OF LIFE”Tour 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：5,800人 
有料：全席指定 5,800円 

7.21（水） 
 
～7.22（木） 

株式会社ケーエムミュ－ジック 
TEL : 045-201-9999　FAX : 045-212-2613 
 

コンサート 

参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：700人 
無料 

7.13（火） 
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/

半導体等エレクトロニクス、素材・工業材料、
エネルギー、環境分野に関する分析技術
のポスターセッション 

TRC ポスターセッション 2004

会 

（社）日本JCサマーコンファレンス2004
参加対象：一般公開　来場者数：15,600人   
無料 メンバーのみ9,000円（一般公開は無料）　 

社団法人日本青年会議所 担当者：岩城浩眞（横浜JC） 
TEL : 03-3234-5601　FAX : 03-3265-2409 
http://www.jaycee.or.jp/ 
 

多様なつながりに生かされている社会スロー
ソサエティを体感する大会 

下水道展'04横浜 
参加対象：一般公開　来場者数：100,000人　 
無料  

7.27（火） 
 
～7.30（金） 

社団法人日本下水道協会 
TEL : 03-5200-0811（代）　FAX : 03-5200-0839 
http://www.alpha-web.ne.jp/jswa/

下水道に関する幅広い分野の最新技術の
展示・紹介。一般住民向けPＲゾーン有り 

国 

ア 展 

会 国 

横浜産学連携フォーラム 横浜リエゾンポート2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500人 
無料 
 

7.29（木） 
 
～7.30（金） 

財団法人横浜産業振興公社 
TEL : 045-225-3733　FAX : 045-225-3737 
http://joint.idec.or.jp

横浜市内を中心とした理工系大学の研究
者によるポスターセッション及びワークショ
ップ 

参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人 
無料 

7.10（土） 
ブリストル・マイヤーズ株式会社 東京支店 
TEL : 045-476-9094　FAX : 045-476-9096 
http://www.kbcts.gr.jp

主に神奈川県内の乳癌患者さんと家族を
対象に乳癌の予防と治療に関する啓蒙
活動 

展 ア 

7.11（日） 
照林社 
TEL : 03-5689-7377　FAX :03-5689-7577

ナースを対象とした学術会議 エキスパートナース・フォーラム 2004
参加対象：関係者のみ　来場者数：600人 
有料 ア 

ア 

株式会社半導体理工学研究センター TEL : 045-478-3300（代表） FAX : 045-478-3310 
株式会社先端SoC基盤技術開発 TEL : 042-775-6776　FAX：042-775-6799 
STARC http://www.starc.or.jp　ASPLA http://www.aspla.com/

半導体関連技術フォーラム STARC/ASPLA共同フォーラム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：700人 
有料 

Innovative Team's Conference 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：350人 
有料 お問合せください 

7.14（水） 
社団法人日本能率協会 
TEL : 03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447

各社の改善事例発表 

会 

7.12（月） 
 
～7.16（金） 

7.12（月） 

財団法人日本学会事務センター OECC/COIN2004事務局 
TEL : 03-5814-5800　FAX : 03-5814-5823 
http://edpex104.bcasj.or.jp/oecc-coin/

学術会議 第9回 光エレクトロニクス･光通信国際会議 
第3回 光インターネット国際会議  
参加対象：関係者のみ　来場者数：700人　有料 

7.10（土） 
 
～7.11（日） 

7.24（土） 
 
～7.25（日） 

第3回 かながわ乳がん市民フォーラム 

7.10（土） 
あづまの幼稚園 創立30周年記念祝賀会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
有料 

時を越えて 夢は今！世界へ翔く 
あづまの幼稚園30周年記念祝賀会 

学校法人鎌田学園 あづまの幼稚園 
TEL : 045-301-6744　FAX : 045-303-6669 
http://www.adumano.ed.jp/

国 

 

pick up!

pick up!

pick up!

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12日（月）～16日（金） 会議センター 

第9回光エレクトロニクス・光通信国際会議/第3回光インターネット国際会議 

光通信、光インターネット、光情報処理、光ファイ

バ等、急速な発展を遂げている光エレクトロニクス・

光通信分野の技術開発促進のため、最新研究の

発表、議論、情報交換をする会議。特にアジア・

オセアニアにおける関連学会・研究者間の交流を

促進する機会として重要な国際会議と位置づけら

れています。 

　　　 お問合せ：財団法人日本学会事務センター OECC/COIN2004事務局 

電話番号：03-5814-5800  FAX：03-5814-5823  http://edpex104.bcasj.or.jp/oecc-coin/

8月22日（日）～26日（木） 会議センター 

第12回国際熱傷学会 

この学会は“熱傷”に関する研究と、医療従

事者の教育、治療水準向上に貢献する団体です。

30年前までは救命不可能だった全身熱傷患者の

救命・社会復帰さえ可能となった一方、発展途

上国では未だに救命率が低いままで、この会議に

より世界的レベルで進展することが期待されてい

ます。 

　　　 お問合せ：第12回国際熱傷学会事務局　電話番号：03-5216-5551 

FAX：03-5216-5552  http://www.congre.co.jp/isbi2004

7月21日（水）～22日（木） 国立大ホール 

w-inds.“PRIME OF LIFE”Tour 2004

快調にヒットを飛ばし続けるw-inds.が

パシフィコにやってきます。今回は、6

月2日の新曲「キレイだ」（同マキシシ

ングル）リリースにあわせてのステージ。

同曲はガムのCFソングにも使用されて

チャートを急上昇中。横浜に熱い風が

吹きそうです。 

　　　 17：30開場／18：30開演　全席指定 5,800円（税込）※3歳未満入場不可／3歳

以上有料　お1人様各4枚まで　お問合せ：KMミュージック  電話番号：045-201-9999

8月29日（日）～9月3日（金） 会議センター ※9/3はパシフィコ横浜開催ではありません。 

第24回国際航空科学会議横浜大会 

この会議は航空機に関する工学や理学、さらに

安全やシステムなど多分野の研究について、2

年毎に世界中から研究者・団体が集い、論文発

表や討議、情報交換を行うものです。今回も21

世紀における航空輸送の変遷、2020年に向けて

のエアバスの戦略、VTOL機の将来展望等、最

先端の研究が発表されます。 

　　　 お問合せ：第24回国際航空科学会議事務局 

電話番号：03-3519-4808  FAX：03-3519-9998  http://www.jsass.or.jp/icas

7月27日（火）～30日（木） 展示ホール、アネックスホール、会議センター 

下水道展'04横浜 

「下水道 青い地球の 交通網」というテーマ

が表わすように下水道は、環境と人間社会の

双方で大きな役割を果たしています。この催

しは下水道に関連する団体が、各分野の研究・

技術を紹介、展示するものですが、一般にも

分かりやすく下水道の重要性を教えてくれま

す。入場無料ですのでお出かけください。 

　　　 お問合せ：社団法人日本下水道協会 総務部 広報課 

電話番号：03-5200-0811（代）  FAX：03-5200-0839  http://www.alpha-web.ne.jp/jswa/

9月22日(水) ～25日(土) 展示ホール、アネックスホール 

A&Vフェスタ2004

　　　 お問合せ：社団法人日本オーディオ協会 

電話番号：03-3546-1206  FAX：03-3546-1207  http://www.jas-audio.or.jp

8月14日（土）～15日（日） 展示ホール 

ポケモンフェスタ2004

ポケモン史上最大のイベント開催！大人

気のキャラクターショー、各種ゲームコー

ナー、アトラクションが楽しい縁日コー

ナー、グッズ販売など楽しさ盛り沢山。

ゲームとカードゲームの公式大会も開

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（平日11時～18時） 

電話番号：0120-049-725  http://www.pokemon.co.jp

11月14日(日) 国立大ホール 

第25回全国豊かな海づくり大会プレ大会 

来年秋の全国豊かな海づくり大会開

催に先立つプレ大会です。「海の再

生と魚の食文化の創造」を理念に

式典行事や神奈川の水産物や特産

品の販売、旬の魚のおいしい食べ

方の紹介、マダイの稚魚などの放流、子どもたちが魚とふれあうコーナー、

漁船等の海上パレードなど、大人から子どもまで楽しめる催しです。 

 　　　お問合せ：第25回全国豊かな海づくり大会かながわ実行委員会事務局　電話番号：045-
210-4560  FAX：045-210-8860  http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/suisan/umidukuri/top.htm

ホームシアターからカーA&Vまで、最新のA&V

が創る感動と興奮の世界を体験してみませんか。

会場には展示だけでなく販売コーナーやクラフト

スタジオなどの参加コーナー、俳優竹中直人、

角野卓造、二胡奏者許可が魅力を語るトーク

ショー、ファミリー向けホームシアターなどもあり、

マニアからファミリーまで誰もが楽しめます。 

月 

7

シュイ・クゥ 



私学・私塾フェア2004 
「神奈川･東京私立中高進学相談会」  
参加対象：一般公開　来場者数：8,000人　無料 

社団法人かながわ民間教育協会 東京連絡事務所 
TEL : 03-3431-6636　FAX : 03-3431-6638 
http://www.kmkk.or.jp

神奈川・東京私立中高と受験生との個別
相談会 

会 
9.23（木） 

4 5

第26回 SCCJセミナー 
参加対象：関係者のみ　来場者数：300人 
有料 19,000円 

 
10.5（火） 

資生堂リサーチセンター 
TEL : 045-590-6025　FAX : 045-590-6093

化粧品研究者対象のセミナー 

会 
2004年 国際航空宇宙展 
参加対象：トレードデー（10/6～8）関係者のみ、パブリックデー（10/9～10）一般公開　来場者数：12,000人 
トレードデー：当日1,700円、前売り1,500円 パブリックデー：一般当日1,200円、前売り1,000円 小学生以下無料 

 
10.6（水） 
 
～10.10（日） 

社団法人日本航空宇宙工業会 
TEL : 03-3585-1641　FAX : 03-3585-0541 
http://www.sjac.or.jp

4年に1度開催される航空宇宙に関する日
本で唯一の総合展示会 

ア 展 

第55回 日本学校農業クラブ全国大会 
平成16年度神奈川大会  
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人　無料 

10.20（水） 
 
～10.21（木） 

第55回日本学校農業クラブ全国大会 神奈川大会事務局 
TEL : 046-231-0661　FAX : 046-231-0658 
http://www12.ocn.ne.jp/̃ffj55/index.html

代表者による研究発表・意見発表、大会
の表彰式、生徒の和太鼓演奏などを行う 

国 

第20回 日本歯科医学会総会 
参加対象：関係者のみ（市民公開講座は一般公開）　来場者数：20,000人 
有料 会員は無料（その他30,000円・5,000円・3,500円） 
 

10.29（金） 
 
～10.31（日） 

日本コンベンションサービス株式会社 
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-1302 
http://www2.convention.co.jp/2004jads/

歯科医学の科学および技術の研究成果
を総合的に普及開発する目的をもった学
術会議 ア 展 国 会 

第77回 日本生化学会大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：7,000人 
有料 

10.13（水） 
 
～10.16（土） 

第77回日本生化学会大会事務局 
TEL : 06-6873-2730　FAX : 06-6873-2750 
http://edpex104.bcasj.or.jp/jbs2004/

生命科学分野の研究者が多数集まり、最
新の研究成果が発表・討論される 

ア 展 

展 

会 

第3回 神奈川県介護支援専門員研究大会 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人 
有料 協会正・準会員4,000円、非会員7,000円、学生2,000円 

特定非営利活動法人 神奈川県介護支援専門員協会 
TEL : 045-671-0284　FAX : 045-671-0295 
http://www.care-manager.org

介護保健制度に関する基調講演及びケ
アマネジメントに関する研究発表並びに分
科会 

11.7（日） 
ア 

中萬学院主催 私立高校入試相談会 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000人 
無料 

株式会社中萬学院 本部総合案内 
TEL : 045-840-1701　FAX : 045-840-1707 
http://www.chuman.co.jp

神奈川の私立高校を中心に学校別ブー
スでの個別対面式進学相談とイベント企
画の併設 

11.7（日） 
展 

ジャパンガーデニングフェア for 2005/ 
住宅リフォームフェア 2004 
参加対象：関係者のみ（最終日11/6のみ一般公開）来場者数：40,000人　無料 

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

ガーデニング新製品や植物新品種、また
最新情報などを集めた一大トレードショー 

ア 展 

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

10.17（日） 
独立行政法人情報処理推進機構 
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16年度秋期情報処理技術者試験実
施のため 

ア 
エキスパートナースフォーラム 
参加対象：関係者のみ　来場者数：600人 
有料 

10.17（日） 
照林社 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577

ナースを対象とした学術会議 

会 

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。 主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。 

株式会社サンプラネット 
TEL : 03-3818-1298　FAX : 03-3813-7838 
http://square.umin.ac.jp/jsa-54

医学会 

会 

第54回 日本アレルギー学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人 
有料 

第23回 日本耳鼻咽喉科学会 
地方部会関東地区連絡協議会  
参加対象：関係者のみ　来場者数：100人　無料 

日本耳鼻咽喉科学会 神奈川県地方部会 
TEL : 045-241-7000　FAX : 045-241-1464

耳鼻咽喉科に関する会議 

会 

convention calendar
7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 

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 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 

FPD International 2004
参加対象：一般公開　来場者数：60,000人 
有料 2,000円（事前登録者は無料） 

日経BP社 FPD International事務局 
TEL : 03-5210-7044　FAX : 03-5210-7038 
http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/ja/index.html

フラットパネルディスプレイおよび製造装置・
部品・材料の総合展示会+セミナー 

会 展 

10.20（水） 
 
～10.22（金） 

ゆめコープ商品展示会 
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人 
無料 

神奈川ゆめコープ 
TEL : 045-470-6863　FAX : 045-470-4178 
http://www.pal.or.jp/yume/

神奈川ゆめコープ関連メーカー40社～50
社の展示販売と企画イベント 

展 
10.24（日） 

第45回 日本肺癌学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,500人　 
有料 13,000円 
 

国立がんセンター中央病院 事務局：田村友秀 
TEL : 03-3542-2511（2260）　FAX : 03-3542-6220

役員会（10/24）、総会（10/25,26）、シン
ポジウム・セミナー等（10/27） 

会 

10.25（月） 
 
～10.27（水） 

11.4（木） 
 
～11.6（土） 

社団法人日本ダイカスト協会 
TEL : 03-3434-1885　FAX : 03-3434-8829　 
http://www.diecasting.or.jp/

ダイカスト技術に関する論文発表、展示 

ア 展 

2004 日本ダイカスト会議・展示会 
参加対象：会議 関係者のみ 展示会 一般公開　来場者数：17,000人　 
有料 会議：会員60,000円 一般120,000円　展示：無料 

11.4（木） 
 
～11.6（土） 

11.4（木） 
 
～11.6（土） 

11.7（日） 

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 

第24回 国際航空科学会議横浜大会（ICAS2004） 
参加対象：参加登録を行った方　来場者数：1,800人 
有料 62,000円他 （詳細はHPをご参照下さい） 

8.29（日） 
 
～9.3（金） 

第24回 国際航空科学会議組織委員会事務局 
TEL : 03-3519-4808　FAX : 03-3519-9998 
http://www.jsass.or.jp/icas

航空科学に関する国際会議 
 
※9/3はパシフィコ横浜開催ではありません 会 

第12回 国際熱傷学会 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000人 
有料 詳細はHPをご参照下さい 

第12回国際熱傷学会事務局 
TEL : 03-5216-5551　FAX : 03-5216-5552 
http://www.congre.co.jp/isbi2004

世界の熱傷研究専門家と熱傷医療従事
者が一堂に会し、世界的レベルでの熱傷
の予防施策と治療法の増進を図る 会 

制御と信号処理における適応・学習に関する国際ワークショップ 
および周期制御システムに関する国際ワークショップ  
参加対象：関係者のみ（当日の一般参加も可）  来場者数：300人　有料 45,000円 

慶應義塾大学　理工学部 
TEL : 045-563-1141　FAX : 045-566-1720 
http://www.ifac04.sd.keio.ac.jp/

特別講演（4名）と一般講演・招待講演か
らなる 

会 

A＆Vフェスタ2004
参加対象：一般公開　来場者数：80,000人 
無料 
 

社団法人日本オーディオ協会 
TEL : 03-3546-1206　FAX : 03-3546-1207 
http://www.jas-audio.or.jp

音楽と映像機器の最新技術展。ホームシ
アター、カーAV、オーディオ工作教室など
あり 展 

エキスパートナースフォーラム2004  
エビデンスに基づく安全医療の実践  
参加対象：関係者のみ　来場者数：900人　有料 13,000円 

9.20（月） 

9.22（水） 
 
～9.25（土） 

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

ナースを対象とした学術セミナー 

会 

第13回 日本集中治療医学会関東甲信越地方会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人　 
有料 

8.22（日） 
 
～8.26（木） 

横浜市立大学医学部付属病院 集中治療部 
TEL : 045-787-2800　FAX : 045-787-2916 
http://icu2004.umin.jp/

ICU関連領域のテーマについて、シンポジ
ウム・講演・研究発表等 

会 

第19回 全日本私立幼稚園連合会関東地区 
教員研修神奈川大会  
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,500人　有料 10,000円 

社団法人神奈川県私立幼稚園連合会 
TEL : 045-430-3102　FAX : 045-430-3103

関東地区の私立幼稚園の教員研修会 

展 

会 国 

ポケモンフェスタ2004
参加対象：一般公開　来場者数：40,000人 
無料 

ポケモンフリーダイヤル 
TEL : 0120-049-725

ゲームコーナー、アトラクションコーナー・
ステージ等 

8.14（土） 
 
～8.15（日） 

8.20（金） 
 
～8.21（土） 

8.28（土） 

ブロック フェスタ 2004
参加対象：招待者ならびに一般公開（事前申込要）　来場者数：1,000人 
有料 1,000円 

9.1（水） 
FLP ジャパン リミテッド 
TEL : 03-5470-9316　FAX : 03-5470-9216

式典及び会社紹介 

国 

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　 

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

企業と新規大学等卒業予定者との合同
就職面接会 

展 

平成16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 

9.18（土） 
神奈川工科大学 
TEL : 046-241-9394　FAX : 046-242-3529

大学の説明・父母との懇談・相談会 

ア 

展 

会 

2004年世界アルツハイマーデー記念 
もの忘れフォーラム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：約1,200人　無料 

2004年世界アルツハイマーデー記念もの忘れフォーラム 
運営事務局 
TEL : 03-3781-8397　FAX : 03-3781-8347

“「痴ほう症」～なくすために今できること”
をテーマとした一般生活者向けフォーラム 

会 

第13回 国際生物発光・化学発光シンポジウム 
参加対象：関係者のみ、一部一般公開 事前申込要（最終日のみ一般公開（中 
高生向き、理科教育あり））　来場者数：280人　有料 35,000～50,000円 

8.2（月） 
 
～8.6（金） 

近畿日本ツーリスト株式会社　東京イベントコンベンション支店 
TEL : 03-3263-5581　FAX : 03-3263-5961 
http://www10.showa-u.ac.jp/̃ISBC/index.html

生物発光・科学発光に関する先端研究の
発表学会 

国 
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人 
有料 6,000円 

8.3（火） 
H.I.P. 
TEL : 03-3475-9999　FAX : 03-5412-7600 
http://www.hipjpn.co.jp

愛内里菜コンサート 

展 

インドアフリマ・みなとみらい 
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人 
有料 200円 

8.7（土） 
 
～8.8（日） 

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

全天候型のBIGフリーマーケット 

会 

第6回 内燃機関燃焼の診断とモデリングに関する国際会議 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300人 
有料 50,000円（2004.6.30まで） 55,000円（2004.7.1～） 

武蔵工業大学 
TEL : 03-3703-3111（内線5806）　FAX : 03-5707-1173 
http://www.jsme.or.jp/esd/comodia/

内燃機関の燃焼診断とモデリングに関す
る国際会議 

2004年 サマースクール横浜大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,800人 
有料 11,000円 

8.9（月） 
 
～8.10（火） 

日本幼年教育研究会（株式会社メイト） 
TEL : 048-250-1577　FAX : 048-252-9861

保育士・幼稚園教諭のための実技研修会 

会 

7.31（土） 

8.3（火） 
 
～8.5（木） 

8.30（月） 
 
～9.1（水） 

9.7（火） 

Microsoft Tech・Ed 2004 Yokohama
参加対象：一般公開 事前申込要 
有料 72,000円～　 

マイクロソフト コンファレンス登録事務局 
TEL : 0120-410-693（10：00～17：00 土日・祝祭日を除く）　FAX : 0120-518-807 
e-mail : te04@event-registration.jp　http://www.microsoft.com/japan/teched/

情報システム、ソフトウェアの管理/運用/展開に携わる技術者、
企画/設計、また開発に携わる全ての技術者の方々を対象とした、
マイクロソフト主催の国内最大の総合テクニカルコンファレンス 国 会 

9.7（火） 
 
～9.10（金） 

ア 

リハビリ看護就職合同説明会 
参加対象：一般公開　来場者数：300人 
無料 

上尾中央医科グループ 
TEL : 048-773-1116　FAX : 048-773-7116 
http://www.ach.or.jp　e-mail:honbu-kangobu@achs.jp

関東近隣20病院･16施設合同就職説明
会（看護・PT・OT・ST） 8.6（金） 

9.18（土） 
 
～9.19（日） 会 

神奈川青年司法書士協議会 
TEL : 045-864-3099　FAX : 045-864-4156

研修会 全国青年司法書士協議会 研修会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：700人　 
有料 

9.19（日） 
神奈川県自動車整備商工組合 
TEL : 045-933-7901　FAX : 045-932-8660

組合員及び家族等を対象としたイベント 第22回 神整商･神整振フェスティバル 
参加対象：関係者及び一部一般公開　来場者数：2,000人　 
無料 

会 

展 

横浜実技大会（一日講座） 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：350人 
有料 5,000円 
 

7.31（土） 
日本保育実技研究会 
TEL : 03-3880-8739　FAX : 03-3849-0130

保育実技セミナー 

8.1（日） 
大学ガイダンス2004 in 横浜 
参加対象：一般公開　来場者数：3,000人 
無料 

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

高校生のための大学合同進学相談会及
び講演会 

第7回 治験の国際化シンポジウム 
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人 
有料：企業関係者 16,000円（予定） 医療関係者 8,000円（予定） 

9.4（土） 
第7回治験の国際化シンポジウム参加受付係（株式会社メディカル東友内） 
TEL : 046-220-0321　FAX : 046-220-1706 
http://www.mtz.co.jp/chiken

日欧米の治験の現況を対比させて欧米治
験関係者との討論を行う 

会 

第32回 マルシン リフォームフェア 
参加対象：招待者のみ　来場者数：1,500人 
 

マルシン建材株式会社 
TEL : 03-3649-2001　FAX : 03-3649-2078 
http://www.marushin.co.jp

住宅資材の展即会 

展 
9.11（土） 

第40回 日本眼光学学会・ 
第19回 眼科ME学会合同学会総会  
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人　有料  
 

北里大学医学部 眼科教室 
TEL : 042-778-9012　FAX : 042-778-9920 
http://ganko.jtbcom.co.jp

眼科の学会 

会 

9.11（土） 
 
～9.12（日） 

エキスパートナースフォーラム 
急変対応 実践のコツ  
参加対象：関係者のみ　来場者数：600人　有料 12,000円 

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

ナースを対象とした学術会議 

会 
9.5（日） 

第2回 水産総合研究センター成果発表会 
参加対象：一般公開 事前申込要 
無料 

水産総合研究センター本部研究調査部  
（8/1以降は同中央水産研究所企画連絡室） 
TEL : 045-788-7511（8/1以降は045-788-7607） 

独立行政法人水産総合研究センターの調査研究成果か
らサンゴ礁、アジ、マグロについて発表。併せて、新港埠頭
9号岸壁で新造調査船「北光丸」の一般公開も行います。 会 

9.14（火） 

第31回 日本肩関節学会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人 
有料 15,000円 

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院整形外科 
TEL : 045-974-2221　FAX : 045-978-6233 
http://www.sufrh.com/jss31/main.htm

肩関節に関する全国学会。コメディカル
の研究会も同時開催 

会 

10.8（金） 
 
～10.9（土） 

日本臨床検査自動化学会第36回大会および 
2004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 

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

臨床検査自動化学会学術発表会 臨床検
査機器・試薬・システム等の最新情報の
展示 展 会 

 
会議：関係者のみ 講演会：一般公開（事前申込要）　来場者数：400人　無料 

社団法人日本マリーナ・ビーチ協会 
TEL : 03-5566-1530　FAX : 03-5566-1550 
http://www.jmba.or.jp

世界のマリーナ関係者が集う国際会議で日
本で初めて開催される。この機会に世界と日
本の有識者を講師に迎え国際講演会を開く 会 

IMC会議 in YOKOHAMA 及び 
世界のマリーナ・ビーチ国際講演会 

第37回 全国中華料理業神奈川大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人 
有料 16,000円 

 
10.5（火） 

JTB団体旅行横浜支店 
TEL : 045-316-2351　FAX : 045-316-5531

全国中華料理業神奈川大会 

会 

9.25（土） 
 
～9.27（月） 

9.29（水） 
 
～10.1（金） 

会 

10.2（土） 
 
～10.3（日） 

株式会社メディカル東友 
TEL : 046-220-1705　FAX : 046-220-1706 
http://www.mtz.co.jp/jsdc19 
 

医学の学会、研究発表 第19回 日本糖尿病合併症学会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人 
有料 10,000円 （コメディカル 5,000円） 

第85回 日本美容外科学会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人 
有料 

日本美容外科学会事務局 
TEL : 03-3571-1270　FAX : 03-3573-2113 
http://www.jsas.or.jp/societyguidance/society_87.html

美容外科の学術集会 

会 
11.7（日） 

第48回 日本医真菌学会総会・学術大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：600人 
有料 15,000円 

株式会社メジカルセンス 
TEL : 03-3225-1341　FAX03-3225-1740

医学会 

会 

 
9.25（土） 
 
～9.26（日） 

pick up!

pick up!

pick up!

pick up!

月 

7
月 

9

月 

10

月 

11

月 

8

月 

9

事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。 

開催日 催事名 内容 連絡先 

事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。 

開催日 催事名 内容 連絡先 



インターナショナル・キルトウィーク横浜2004
参加対象：一般公開　来場者数：70,000人 
有料 1,000円 

インターナショナル・キルトウィーク実行委員会 
TEL : 03-3816-5529　FAX : 045-3816-4467 
http://www.viq.com

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 

会 展 

11.11（木） 
 
～11.13（土） 

6 7

参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300人 
有料 10,000円 

高知大学医学部内 日本呼吸療法医学会セミナー事務局 
TEL : 088-880-2471　FAX : 088-880-2475

呼吸管理に関する医療従事者向けの講議 

会 

第19回 日本呼吸療法医学会セミナー 
11.13（土） 

霊友会 恩師久保角太郎先生六十一回忌法要 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人 
無料 

いんなあとりっぷの霊友会本部事務局 
TEL : 03-6402-2567　FAX : 03-6402-2569 
http://www.reiyukai.info

創設者六十一回忌法要 

国 

第6回 図書館総合展 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：20,000人 
無料 

11.24（水） 
 
～11.26（金） 

Library Fair 事務局 
TEL : 03-5765-7646　FAX : 03-5765-7647 
http://www.j-c-c.co.jp 
 

図書館に関連する企業・団体等の展示及
びセミナー 

ア 

第49回 日本未熟児新生児学会学術集会・総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,200人 
有料  
 

12.5（日） 
 
～12.7（火） 

日本通運株式会社東京旅行支店学会事務局 
TEL : 03-3573-9336　FAX : 03-3573-9339

「新生児医療における医学モデルと健康
モデルの調和」を目指して 

会 
第19回 国際消化器外科会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人　 
有料 50,000円 

12.8（水） 
 
～12.11（土） 

横浜市立大学大学院医学研究科消化器病態外科学 
TEL : 045-787-2650　FAX : 045-782-9161 
http://www.19isds.com/

消化器外科に関する国際医学会 

会 

日本ウイルス学会 
高校生・大学生のためのウイルス学講座  
参加対象：一般公開　来場者数：300人　無料 

 
11.20（土） 

国立感染症研究所 
TEL : 03-5285-1198　FAX : 03-5285-1189 
http://virus.bcasj.or.jp/

ウイルス学会員の講演 

会 

マジック：ザギャザリング グランプリ 横浜 2004
参加対象：一般公開  来場者数：1,000人 
無料 

11.20（土） 
 
～11.21（日） 

株式会社ホビージャパン トーナメント運営事務局 
TEL : 03-5304-9286　FAX : 03-5304-9319 
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 

第52回 日本ウィルス学会学術集会 
参加対象：関係者のみ  来場者数：1,300人 
有料 

11.20（土） 
 
～11.23（火） 

国立感染症研究所 
TEL : 03-5285-1198　FAX : 03-5285-1189 
http://virus.bcasi.or.jp/

ウィルス学会員の研究報告・セミナー、講演 

会 

第6回 横浜骨董ワールド 
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人 
有料 1,000円　 

11.26（金） 
 
～11.28（日） 

横浜骨董ワールド事務局 
TEL : 03-5996-4105　FAX : 03-5990-4130 
http://www.kottouworld.com

和洋骨董品・コレクタブルの大展示即売会。
400ディーラー出店。国内最大級。 

展 
第12回 小児集中治療ワークショップ 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：700人 
有料 15,000円　 

 
11.27（土） 

有限会社プロメドコミュニケーションズ 
TEL : 03-3385-7539　FAX : 03-3385-7539

小児の集中治療に関心を持つ医療専門家、
関連企業職員及び一般 

会 

第54回 中国語検定試験 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人 
有料 3,150～8,925円　 

 
11.28（日） 

日本中国語検定協会 
TEL : 03-3818-6211（8/9以降 03-5211-5881） 
FAX : 03-3818-6212（8/9以降 03-5211-5882）　http://www.chuken.gr.jp

中国語検定試験実施（準4級～1級まで6
クラス） 

ア 

第17回 日本内視鏡外科学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,800人 
有料 

11.24（水） 
 
～11.26（金） 

杏林大学医学部 泌尿器科学教室 
TEL : 0422-47-5511（内線5833）　FAX : 0422-42-8431 
http://www2.convention.co.jp/jses17/

内視鏡手術に関する研究発表を主体とし
た学術集会 

会 

展 

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。 

第2回 日韓ストロークカンファレンス 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
有料 未定 
 

11.27（土） 
 
～11.28（日） 

日本コンベンションサービス 
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-1302 
 

会議 

会 
 

11.18（木） 

11.14（日） 
第25回全国豊かな海づくり大会かながわ実行委員会事務局 
TEL : 045-210-4560　FAX : 045-210-8860 
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/suisan/umidukuri/top.htm 
http://www.city.yokohama.jp/me/green/nousei/umidukuri.html

海上パレード、水産物の販売、歓迎アトラ
クション、企画展示、式典、稚魚の放流など 

会 

グローバル世界と日本の新しい夜明け 
近代日本開国150周年記念グローバル・シンポジウム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500人　無料 

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

ノーベル経済学賞受賞者R・マンデル氏
ら日米欧亜の権威を招き、日本の進路を
考えます。 

会 

在日本朝鮮人医学協会 第27回学術報告会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：180人 
有料 

11.14（日） 
在日本朝鮮人医学協会 中央本部 
TEL : 03-3814-5754　FAX : 03-3814-5006

在日の朝鮮・韓国人医師・歯科医師・看護
師・薬剤師ら医療関係者の総合的医学研
究発表 

メンテナンスソリューション展 2004
参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人 
有料 1,000円（ただし、招待状持参者、事前登録者、学生は無料） 

社団法人日本能率協会 メンテナンスソリューション展事務局 
TEL : 03-3434-1391　FAX : 03-3434-8076 
http://www.jma.or.jp/MS

ITと先端技術を活用した新しいメンテナン
スの専門店 

Embedded Technology 2004/組込み総合技術展 
参加対象：一般公開　来場者数：20,000人 
有料 当日：1,000円 

社団法人日本システムハウス協会 
TEL : 03-5821-7973　FAX : 03-5821-0444 
http://www.jasa.or.jp/et/

コンピュータ組み込み技術を取り上げた
総合技術展・展示会併設カンファレンス 

会 展 

展 

11.17（水） 
 
～11.19（金） 

製造業環境対策展2004
参加対象：関係者のみ　来場者数：20,000人 
有料 1,000円（ただし、招待状持参者、事前登録者、学生は無料） 

社団法人日本能率協会　製造業環境対策展事務局 
TEL : 03-3434-1391　FAX : 03-3434-8076 
http://www.jma.or.jp/ECOMA

「製造業」の環境経営、環境対策技術に
関する専門展示会 

展 

11.17（水） 
 
～11.19（金） 

11.17（水） 
 
～11.19（金） 

日本フォーカスチャーティング協会 第2回全国大会 
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人   
有料　 

日本フォーカスチャーティング協会 
TEL : 03-5735-1188　FAX : 03-5735-1177 
http://www33.ocn.ne.jp/̃focuscharting/index.htm

記録と体制（看護・介護） 

会 

国 

11.13（土） 
 
～11.14（日） 

第25回 全国豊かな海づくり大会プレ大会 
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人　 
無料  

東洋大学総務課 
TEL : 03-3945-7223　FAX : 03-3945-7654 
http://www.toyo.ac.jp

ノーベル化学賞受賞のハロルド・クロトー
博士が小学生を対象に分子模型を使って
科学教室を行います 会 

11.13（土） 
クロトー博士の楽しい科学 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：200人 
無料 

横浜市立本町小学校100周年記念祝賀会 
参加対象：招待者のみ　来場者数：400人 

横浜市立本町小学校創立100年実行委員会 
TEL : 045-231-0141　FAX : 045-262-5065 
http://www.honcho-es.city.yokohama.jp/100nen/index.html

本校の創立100周年を祝う記念祝賀会 

11.13（土） 

参加対象：一般公開　来場者数：2,000人 
無料 

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

県内の中堅技能者が、塗装・左官などの
様々な職種で、その技術を競い合います 

展 

ア 

2004かながわ技能フェスティバル 第36回技能コンクール 
11.13（土） 

ア 

pick up!

2004マイクロウェーブ ワークショップ＆エキシビジョン 
（MWE2004） 
参加対象：一般公開　来場者数：6,000人　無料 

株式会社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・ユビキタス社会の基盤技術で
ある「マイクロ波」に関する我が国唯一の
展示会 

トニー＆ガイ デザインパワー2004
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人 
有料 未定 

株式会社COCOA出版 
TEL : 03-3362-3436　FAX : 03-3362-7726

カットコンテスト 

展 

ア 展 

11.8（月） 

11.10（水） 
 
～11.12（金） 

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

日本の外食、食品、関連産業が一堂に会するこのイベント。

今回も4日間で10万人を超える来場者で賑わいました。「お

いしい やさしい 感謝祭」をテーマとして開催された会場か

らは、今の日本の“食事情”が見えてきたようです。この催

しは一般の入場も可能で、当日は平日午前中にもかかわらず

子ども連れのファミリーからお年寄りまで多くの来場者が詰

めかけました。そう、多くの方のお目当ては、今回の超目玉

“Ｙ家の牛丼復活！”。あの“日本の国民食”が会場内食数

限定とはいえ食べられるのです。会場オープンと同時に整理

券引換所には長蛇の列。それを取材するテレビ、新聞等の取

材陣の混雑。幸運にも整理券を手にした人たちは満面の笑み

で、カメラに「ピース」。そして隣には米国食肉輸出連合会

のブースが…。大変興味深いシーンでした。会場をひとまわ

りしてみて、ひときわ元気で目立っていたのがお米に代表さ

れる地方の特産品・うまいもの、本格焼酎、天然の塩、ワイ

ン、キムチをはじめとする韓国食品などの展示ブースでした。

これらに共通のキーワードは「安全」「安心」「健康」。そ

れが実現されていれば不況の時代にも生き残り、そこに「楽

しさ」が加われば、ビジネストレードショー的側面をもつイ

ベントにすら一般消費者を集められるのでしょう。それは反

対にいえば、私たちが“食”に求めているものなのかもしれ

ません。 

いつの時代にも、美味しい食事は 
ひとの身体と心に元気パワーをくれる。 

「スポーツっていいなぁ」と改めて思わせてくれる大会でし

た。ちょっと違うのは、出場選手たちが皆40歳以上のベテラ

ンであること。そうです、この大会は生涯スポーツとして卓

球を続けているアマチュア選手が、世界中から集まるトーナ

メントなのです。男・女シングル/ダブルス、混合の各種目

に40～85歳まで5歳刻みで設けられた各クラスで、熱い戦い

が繰り広げられました。とはいっても試合を離れれば会場の

雰囲気は和気あいあい。会場には応援の家族連れも多く、お

ばあちゃんを必死に応援する孫といった微笑ましい光景や、

練習コートで、次の出番に備えて夫の打つボールをひたすら

にレシーブし続けるママさん選手も見られました。会場では

英語、ドイツ語、中国語などが聞こえてきましたが、主な公

用語はカタコト英語とボディランゲージ。ナショナルカラー

のユニフォームを着た選手たちが肩を組んで記念撮影し、勝

者も敗者も互いに「コングラッチュレーション」と称えあっ

ていました。 

互いの元気にコングラッチュレーション。 

パシフィコで“アテネ”先取り！ 

“食”はエンターティンメントだ！ 

年齢を感じさせない迫力のプレイに、敵・味方を問わず惜しみない拍手が送られていました。 

2004 ジャパンフードサービスショー 
2004.5.13   5.16 
展示ホール 

世界ベテラン卓球選手権横浜大会 
2004.5.30   6.5 
展示ホール 

月 

11

月 

12

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 

自慢の品をアピールする売り手とお客さんの掛け合い。おいしいものの周りには自然とコミュニケー
ションがうまれます。会場では、そんなシーンがあちこちで見られました。 

convention calendar
11月　 12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 

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 事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。 

開催日 催事名 内容 連絡先 



パシフィコ横浜では、5月1日より会議センター内のパブリックスペースを全館禁煙と致しました。会議センター

内4ヶ所に完全区画された「喫煙所」を新設、喫煙は、この指定喫煙所のみ可能となります。場所によっては

とても眺めも良く、喫煙者・禁煙者がお互いに心地よく過ごせる空間ができました。 

これは、昨年5月1日施行の健康増進法による、劇場・集会場他、多数の利用者がいる集客施設について受

動喫煙の防止措置を図る努力義務が定められたことと、昨今の世界規模での禁煙志向の高まりを受けて実

施するものです。 

今回の「禁煙化・完全分煙化」への本格的な取り組みは、大規模集客型コンベンションセンターとして1年間

検討を重ねた結果、首都圏および全国の主要コンベンション施設では、パシフィコ横浜が先駆けての実施と

なります。今後は、会議センター以外の施設（国立大ホール・展示ホール）についても、2004年度内を目標に

順次整備していく予定です。喫煙所の場所についての詳細：ホームページ http://www.pacifico.co.jp

●マリンロビー市民利用について  営業部TEL 045-221-2121 
●ステンドグラス開放日・開放時間　ホームページ http://www.pacifico.co.jp 
 

ATMや焼きたてベーカリーも併設！ 
充実した内容で、ますます便利に！ 

「禁煙化・完全分煙化」に向けて本格的な取り組みをスタート！ 5月より、会議センターは「全館禁煙」へ 

展示ホールにコンビニOPEN！ 国立大ホール10周年 

人事異動 

展示ホール1FのホールA側に、コンビニエンスストア「デイリーヤ

マザキ」がOPENします。開店は8月1日を予定。24時間体制でイ

ベント・会議・展示会を強力にサポートします！「デイリーヤマザキ」

オリジナルの美味しい焼きたてベーカリーでちょっとひと休みする

も良し、お弁当とビールを買って臨港パークでゆっくりするも良し、

横浜のお土産を購入して帰るも良し、パシフィコ横浜の滞在を様々

なメニューで応援します。もちろん、会議に必要な文房具の販売

やATM機の導入も予定されておりますので、遅い時間や時間が

無いときの強力な味方と

して、いつでも便利に活

用できます。将来的には、

パシフィコオリジナルグッ

ズの販売や会場内への

臨時売店出店もあるかも！

どうぞお楽しみに！ 

2004年6月24日付にて代表取締役社長に岡本坦が就任致しました。 
アキラ 

4月25日、国立大ホール（国立横浜国際会議場）がオープンして、10周

年を迎えました。国内最大級5,000名収容のこのホールは、10年間で約

900件開催、約400万人の利用がありました。最近ではコンサート利用が

増えており2003年は過去最大18件の利用実績を記録、皆様に親しま

れるホールとなっています。 

実は、このホール、ユニークな外観は貝をイメージしています。内装も、

アプローチのマリンロビーからホールの扉まで、海を連想させる色彩・モ

チーフで統一されており、まるで海中散策している気分に。そして、1Fエ

ントランスロビーには、平山郁夫画伯下絵によるロマンチックな星空の

絵のステンドグラスがあります。このマリンロビーは、横浜市民または市

内の団体で、文化芸能の振興を目的

にしたイベントならば、市民利用料金（通

常料金の10分の1！）で使えるという嬉

しい特別枠があります。詳細は直接お

問い合わせ下さい。また、イベント利用

が無い日は、ステンドグラス・マリンロビー

とも無料で一般公開しておりますので、

デートで利用してみてはいかがでしょう。 

 

パシフィコ横浜。最新情報！ 
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【みなとみらい線】みなとみらい駅から徒歩3分 
【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】みなとみらい公共駐車場　1,200台（普通車）　24時間利用可 
平日8時～23時　最大1,300円 
※上記時間帯以外及び土・日・祝日は260円／30分 

横浜ワールドポーターズ 

〒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） 

2004年7月1日発刊（季刊・年4回） 

表紙：世界ベテラン 
　　 卓球選手権横浜大会 
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