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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 

ア 

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/ja2004 
 

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 

ア 

ア 

会 

ア 

会 

展 

会 

会 

会 

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 

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 

宅地建物取引主任者資格試験 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,190人 
有料 

10.17（日） 
社団法人神奈川県土地建物保全協会 
TEL : 045-312-1411　FAX : 045-212-5456 
 

宅地建物取引主任者資格試験 

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 

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 

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 

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：1,500人 
有料 10,000円 （コメディカル 5,000円）　 

10.5（火） 

10.6（水） 
 
～10.10（日） 

神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 
TEL : 045-252-3914　FAX : 045-252-7405 
 

全国中華料理業神奈川大会 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 

展 

10.16（土） 
 
～10.17（日） 

クールブレーカー実行委員会 
TEL : 03-3926-0220　FAX : 03-3926-0223 
http://www.cool-breaker.jp

カスタムハーレーダビッドソンの展示会 クール・ブレーカーカスタムサイクルショー2004
参加対象：一般公開 　来場者数：5,000人 
有料 2,000円 

9.29（水） 
 
～10.1（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 

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 

10.8（金） 
 
～10.9（土） 

10.13（水） 
 
～10.16（土） 

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 

2004日本IE協会年次大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：600人 
有料 22,000円（参加費として） 

10.18（月） 
日本IE協会 
TEL : 03-3400-8715　FAX : 03-3400-8694 
http://www.netforward.or.jp/jiie/news1.html

全体会議（講演）、分科会（事例発表） 

第8回 日韓曳船協会交流会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：40人 
 

社団法人日本港湾タグ事業協会 
TEL : 045-641-3552　FAX : 045-641-3532 
 

両国協会による情報交換など 

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 

会 

関東・甲信越地区身体障害者施設協議会施設長会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：100人 
無料 

11.1（月） 
よこはまリバーサイド泉 
TEL : 045-804-2191　FAX : 045-803-6239 
 

関東・甲信越地区身体障害者施設協議
会施設長会議 

会 

SEAJ Forum 2004
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 

11.1（月） 
 
～11.2（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・ビジネスセッションと技術分野別のテクニカルセッシ
ョンからなり、業界関連の産・官・学が一堂に会し議論を深める。
併催のビジュアルコーナーでは最先端の製造装置技術を展示 

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 

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 

11.4（木） 
 
～11.6（土） 

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 

参加対象：一般公開　来場者数：10,000人 
無料 

10.24（日） 
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 

ゆめフェスタ 

ア 

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 
会議：有料 会員60,000円 一般120,000円　展示：無料 

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 

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 200411.4（木） 
 
～11.6（土） 

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 

展 

ア 展 会 国 

会 

10.20（水） 
 
～10.22（金） 

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 

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） 会 

展 

株式会社ビソーニ 
TEL : 03-5755-8855　FAX：03-5755-8188 
 http://www.bisogni.co.jp　 

婦人・紳士・宝飾雑貨の展示販売会 ビソーニ秋のトレンドスーパーバザール 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：6,000人 
無料 

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 

10.25（月） 
 
～10.27（水） 

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 
http://www2.convention.co.jp/haigan45/

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

国 
10.24（日） 

10.22（金） 
 
～10.23（土） 

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

歩いた距離（10km）に応じて、チャリティ
を行うウォーキングイベント 

エコー・ウォーカソン 2004 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 

10.20（水） 

11.4（木） 
 
～11.6（土） 

10.17（日） 
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 

平成16年度秋期情報処理技術者試験実
施のため 

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 
 

会 

 

pick up!

開催日 催事名 内容 連絡先 

会 展 

会 

展 

展 

展 

参加対象：関係者のみ（最終日のみ一般公開）　来場者数：40,000人 
無料  

2004年国際航空宇宙展 
参加対象：トレードデー（10/6～10） パブリックデー（10/9～10）一般公開　来場者数：120,000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 中高生当日600円・前売500円 小学生以下無料 

市民講座 

国 

松山千春コンサートツアー 2004 「冬がやってきた」 
参加対象：一般公開　来場者数：4,500人 
有料 6,800円 

フリップサイド 
TEL : 03-3470-9999

松山千春コンサート 

市民講座 

pick up!市民講座 

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。 

10月　 11月 

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。　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。 

・・・一般向けに講座有。詳しくはパシフィコ横浜ホームページをご参照下さい。 市民講座 
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10.8（金） 

月 

10

パシフィコ横浜で開催される催物を紹介します。 

pick up events
10月29日(金)～31日(日) 国立大ホール、会議センター、展示ホール、アネックスホール 

第20回 日本歯科医学会総会 

健康志向の高まりとともに歯科医

療へのニーズが、さらに多様化、

高度化しています。例えば「食育」

という言葉を耳にするようになったり、

これまで以上に高齢者の歯の健康

への意識が高まってきたり…。こ

うした時代の潮流にあって、21世

紀の歯科医療を展望して開催される今回の総会。歯科医師をはじめ歯

科医療に携わる関係者が一同に会し、講演、シンポジウム、各種のセッ

ション等を展開します。最終日には一般向けの公開フォーラム「噛むこ

とと全身の健康“ちゃんと正しく噛んでいますか？”」も開催。 

　　　 お問合せ：日本コンベンションサービス株式会社 

電話番号：03-3508-1214  FAX：03-3508-1302　http://www2.convention.co.jp/2004jads/

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 

“海の再生と魚の食文化の創造”

を理念に、来年 11月20日（日）

に「第25回全国豊かな海づくり

大会」が横浜市で開催されます。

今回は、1年前イベントとしてプレ

大会を開催します。環境派には

神奈川の漁業今昔の展示や、東

京湾の幻の魚“アオギス”の展示。グルメ派には神奈川の水産物の

販売、浜のおかみさん料理やレシピ紹介など。そのほか漁船等の海上

パレード、「さかなクン」のステージショーもあり、ご家族でお楽しみい

ただけます。13日（土）も前日祭があります。 

 

　　　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

11月24日(水)～26日(金) 展示ホール、アネックスホール 

第6回 図書館総合展 

図書館総合展は国内最大級のイベントです。

最近の図書館は、遠くの図書館の蔵書を地

元の図書館で検索・取り寄せができるなど、

ネットワーク化が進み、また PC や CD、

DVDなども充実し、まさに便利な“生活情

報ステーション”として利用されてます。そ

の図書館の総合的な展示会です。また、

今回併設して行われる図書館総合展のフォー

ラムは著名人の講演プログラムもあります。

詳しくは下記ホームページをご覧下さい。この催しは国内内外から図書

館関係者が集まり、図書館の新しい姿を探っていきます。 

　　　 お問合せ：Library Fair 事務局 

電話番号：03-5765-7646  FAX：03-5765-7647　http://www.j-c-c.co.jp

12月8日(水)～11日(土) 会議センター 

第19回 国際消化器外科会議 

22年ぶりに日本で開催される消化器外科に

関する国際会議。21世紀のEBMとグロー

バルスタンダードをテーマに、世界と日本の

第一線の外科医をはじめ、若手外科医、看

護師など約3,000名が参加します。いま消

化器外科の中で注目されているのは、肝移植、

ロボティックス、分子標的治療、テーラーメー

ド医療など。この分野での、次代を担う若

い外科医の研究成果発表が期待されています。

11日午後には市民公開講座が開催され、消化器癌診療の最前線につ

いて講演、ディスカッションが行われます。 

　　　 お問合せ：第19回国際消化器外科会議事務局　電話番号：03-3508-1304 

FAX：03-3508-1305　http://www.19isds.com/　E-mail：isds19@med.yokohama-cu.ac.jp

11月4日(木)～6日(土) 展示ホール、アネックスホール 

ジャパンガーデニングフェア for 2005

秋のガーデニングフェアとしては国

内最大級の規模で開催されます。

特筆すべきは、なんといっても関

連のニューアイテムが勢揃いし、

ガーデニングの来年のトレンドがよ

く分かること。さらには“スモー

ルガーデンコンテスト”“ジャパン

エクステリアデザインコンペ”入賞作の展示などもあり、一般のガーデ

ニング・ファンの参考になる情報も満載です。また、併催の「住宅リフォー

ムフェアin横浜」では“リ・ガーデン”をテーマとした展示もあり、ファ

ンなら見逃せません。入場無料です！ 

　　　 お問合せ：ジャパンガーデニングフェア事務局 

電話番号：052-571-7667  FAX：052-571-2208　http://www.npogarden.com

11月6日(土)～7日(日) 国立大ホール 

安倍なつみ コンサートツアー2004 ～あなた色プレミアム～ 

今年1月にモーニング娘を“卒業”して以来、

ドラマ「仔犬のワルツ」（NTV系）に盲目

のピアニスト役で出演するなど幅広い活躍を

みせる、“なっち”こと安倍なつみがパシフィ

コにやってきます。今回は彼女のオリジナル

のコンサートツアーながら、来年愛知県で開

催される「愛・地球博」の、パートナーシッ

プイベントの一環としても開催されます。歌に、

ドラマに、活動の場が広がってますます表現

力が豊かになった“なっち”。どんなステージになるか楽しみです。ゲ

ストには中澤裕子、保田圭も出演予定。 

　　　 お問合せ：オデッセー 

電話番号：03-3560-3930

月 
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第4回急性期NPPV研究会 
参加対象：医療従事者及び医療関係者　来場者数：600人　 
有料 1,000円 

フジ・レスピロ二クス（株） 
TEL : 03-5800-0706　FAX : 03-5800-3516 
 

研究会 

ア 
11.27（土） 

4 5

'04国際画像機器展 
参加対象：一般公開　来場者数：24,000人 
無料 

 
12.1（水） 
 
～12.3（金） 

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

画像処理機器、システムの展示会 

展 
2004 国際画像セミナー 
参加対象：一般公開　来場者数：1,200人 
無料 
 

 
12.1（水） 
 
～12.3（金） 

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

世界の先端画像映像技術の紹介セミナー 

ア 

ホットロッドカスタムショー 2004
参加対象：一般公開　来場者数：6,000人　 
有料 3,800円 

12.5（日） 
ムーンオブジャパン 
TEL : 045-253-1006　FAX : 045-253-9448 
http://www.mooneyes.co.jp

カスタムカーの展示会 

国際熱帯木材機関 第37回 理事会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人 
無料 

12.13（月） 
 
～12.18（土） 

財団法人横浜市国際交流協会 横浜国際協力センター 
TEL : 045-223-2210　FAX : 045-223-2211 
http://www.itto.or.jp

理事会 

ア 

立体映像産業展2004
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人 
無料 

12.1（水） 
 
～12.3（金） 

立体映像産業推進協議会 
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519 
http://www.rittaikyo.jp

立体映像・計測に関するハード、ソフト、応
用ビジネスシステムの展示会 

展 

展 

ア 

ミナミ エキサイティングスポーツブランドセール 
参加対象：一般公開　来場者数：9,000人　 
無料 

株式会社ミナミ 
TEL : 03-5209-7515　FAX : 03-3252-1183 
http://www.minami.co.jp

スポーツ用品全般の物販 

展 

ViEW2004　ビジョン技術の実利用ワークショップ 
参加対象：一般公開　来場者数：320人 
有料 関連会員：20,000円 その他一般：25,000円 

12.2（木） 
 
～12.3（金） 

（社）精密工学会画像応用技術専門委員会 事務局 ViEW2004係 
TEL : 0424-41-1809　FAX : 0424-41-1809 
http://www.tc-iaip.org/view2004

最新のマシンビジョン技術の実利用に関
する研究発表、特別講演、パネル討論 

WSSC －ワールドスポーツスーパーコレクション－ 
参加対象：一般公開　来場者数：21,000人 
無料 

12.3（金） 
 
～12.5（日） 

WSSC実行委員会 
TEL : 0120-195-802　FAX : 03-5217-2575 
http://www.wssc-net.com

スノーボード、スキー用品のスーパーバザー
ル。同時開催シューズバーゲン 

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 
http://www.jipm.or.jp

2004年度PM賞受賞企業・事業場・個人
に対する表彰 

会 

2004年度ＰＭ賞表彰式 
参加対象：招待者のみ　来場者数：700人 
無料 

国際港湾協会（ＩＡＰＨ）常任理事会ならびに専門委員会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：60人　 

財団法人国際港湾協会協力財団 
TEL : 03-5403-2770　FAX : 03-5403-7651 
http://www.kokusaikouwan.jp

世界の港湾関係者が集まる国際港湾協
会（IAPH）の常任理事会及び専門委員会 

会 

convention calendar
10月　 1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 

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 

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 

12.5（日） 
 
～12.7（火） 

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 

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 

12.8（水） 
 
～12.11（土） 

第15回ゲノム情報国際会議（GIW2004） 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人　 
有料  
 

東京大学医科学研究所　ヒトゲノム解析センター 
TEL : 03-5449-5615　FAX : 03-5449-5442 
http://giw.ims.u-tokyo.ac.jp/giw2004/index.html

バイオインフォマティクスに関する国
際会議 

会 

12.13（月） 
 
～12.15（水） 

12.17（金） 

株式会社メディカ出版 
TEL : 0120-30-6911　FAX : 06-6385-6873　 
http://www.medica.co.jp

看護研修会 

会 

展 

メディカ出版 看護セミナー 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300人　 
有料 

1.8（土） 
 
～1.9（日） 

1.8（土） 
 
～1.10（月） 

1.11（火） 
 
～1.13（木） 

uki uki waku waku 得だねフェア 2004  ～ありがとう35～ 
参加対象：関係者のみ、但し場内の状況により一般入場可能　 
来場者数：3,000人　無料 

11.13（土） 
 
～11.14（日） 

トヨタ部品神奈川共販株式会社 
TEL : 045-351-1411　FAX :045-352-3634 
http://www.tns.ne.jp/kanagawa-kyohan/aaframe.html

自動車機械・工具の展示販売、家電・貴金
属他の展示販売 

展 

会 

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：小学生と親250組（500名） 
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 

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 

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 国 

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 
 

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6回 横浜骨董ワールド 
参加対象：一般公開　来場者数：15,000人　 
有料 1,000円 

11.26（金） 
 
～11.28（日） 

11.27（土） 

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 

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 

11.13（土） 

日本フォーカスチャーティング協会 
FAX : 03-5735-1177 
http://www.jfcin.com

記録と体制（看護・介護） 

会 

第19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：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義 

ア 

展 

展 

会 

展 

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） 

11.13（土） 

11.13（土） 
 
～11.14（日） 

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 
http://10il20il.w2.wingserver.jp/

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 会 

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
スの専門展 

展 

第52回 日本ウイルス学会学術集会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,300人　有料 事前申込： 
一般10,000円、学生2,000円 当日申込 一般11,000円、学生3,000円 

11.21（日） 
 
～11.23（火） 

国立感染症研究所 感染病理部 
TEL : 03-5285-1198　FAX : 03-5285-1189 
http://virus52.umin.jp/

ウィルス学会員の研究報告・セミナー、
講演 

会 

会 

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 

展 

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：3,000人　 
無料 

11.7（日） 
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約80校が参
加。中萬学院ならではの私立高校入試相
談会 

展 

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 

11.8（月） 
株式会社COCOA出版 
TEL : 03-3362-3436　FAX : 03-3362-7726 
 

カットコンテスト 

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 

11.11（木） 
 
～11.13（土） 

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 : 03-3816-4467 
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 

ア 

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 
e-mail mweapmc@io.ocn.ne.jp  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 

2004 かながわ技能フェスティバル　 
第36回 技能コンクール  
参加対象：一般公開　来場者数：2,000人　無料 

11.13（土） 
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 

11.7（日） 

11.10（水） 
 
～11.12（金） 

11.14（日） 

11.17（水） 
 
～11.19（金） 

製造業環境対策展（ECOMA）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、エネルギー・環境
対策技術に関する専門展示会 

展 

11.17（水） 
 
～11.19（金） 

会 

展 会 

オートモーティブ デジタルプロセスセミナー 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人　 
無料 

デジタルプロセス株式会社 
TEL : 046-225-3924　FAX : 046-222-6012 
 

自動車関連メーカーの講演ならびにパネ
ルディスカッション 11.11（木） 

11.24（水） 
 
～11.26（金） 会 

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、「市民公開講座（無料）も
開催」 

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 15,000円 

会 

ア 

第87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  
 

11.7（日） 
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 

11.7（日） 
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3,500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

介護保険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 

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 : 045-583-9056　FAX : 045-584-4850 
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 

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 

インナートリップ霊友会インターナショナル日本支部本部事務局 
TEL : 03-6402-2567　FAX : 03-6402-2569 
http://www.itri.info

創設者六十一回忌法要 

国 
11.18（木） 

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：4,000人　 
有料 200円 

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ＢＩＧフリーマーケット（ファミリー
向けの開催） 

展 

11.20（土） 
 
～11.21（日） 

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 

ア 

11.17（水） 
 
～11.19（金） 

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 

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」
のトーナメント大会 

展 

11.20（土） 
 
～11.21（日） 

先端光テクノロジー展 2004
参加対象：一般公開　来場者数：2,000人 
無料 

レーザー輸入振興協会 
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519 
http://www.seiki-tsushin.com/AOTS/

レーザー、ナノテクノロジー、光通信などの
先端光技術応用製品の展示会 

展 

12.1（水） 
 
～12.3（金） 

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円～8,925円 

日本中国語検定協会 
TEL : 03-5211-5881　FAX : 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 

参加対象：一般公開　来場者数：4,000人 
有料 

メダリストジャパン株式会社 
TEL : 03-5480-0022　FAX : 03-5480-0026 
http://www.medalistgames.co.jp

ダーツのトーナメント。海外からプレーヤー
が参加 

展 

MJトーナメント 2004

パナソニック FAショー 2004
参加対象：招待者のみ　来場者数：4,000人 
無料 招待者のみ 

 
12.1（水） 
 
～12.3（金） 

パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社 
TEL : 03-6710-3268　FAX : 03-6710-3862 
http://panasonic.co.jp/pfsc/

FA機器の展示・商談会 

展 

11.27（土） 
 
～11.28（日） 

 
11.28（日） 

会 

11.30（火） 
 
～12.3（金） 

株式会社イーサイド 
TEL : 03-3585-8161　FAX : 03-3585-8162 
http://internetweek.jp/

Internetに関する技術の研究・開発・構築
・運用などにかかわる人々の為の会議 

Internet Week 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：6,000人 
有料 14,000円 

統合医療展2005
参加対象：関係者及び一般公開（事前申込要）　来場者数：8,000人 
有料 5,000円 

CMPジャパン株式会社 
TEL : 03-5296-1017　FAX : 03-5296-1018 
http://www.kenko-media.com

国内初の代替医療、予防医療の展示会。
シンポジウム、学術セミナーも同時開催 

ア 

1.21（金） 
 
～1.22（土） 

第2回 韓日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 

日本コンベンションサービス 
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-1302 
http://www2.convention.co.jp/stroke04 
 

カンファレンス 

会 

 
11.27（土） 
 
～11.28（日） 

 

 

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 

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。　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。 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。　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。 

pick up!

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 ・・・一般向けに講座有。詳しくはパシフィコ横浜ホームページをご参照下さい。 市民講座 pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 ・・・一般向けに講座有。詳しくはパシフィコ横浜ホームページをご参照下さい。 市民講座 

展 

第9回 横浜リセールショウ2005・冬 
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人 
有料 300円 

株式会社見本市援護会 
TEL : 03-3296-1055　FAX : 03-3296-1056 
http://www.resaleshow.com

全国のリサイクルショップ、質屋などによ
る二次流通マーケットの展示・即売会 

展 

1.22（土） 
 
～1.23（日） 

国 

安倍なつみ コンサートツアー 2004 ～あなた色プレミアム～ 
参加対象：チケット購入者のみ　来場者数：12,900人 
有料 6,300円 
 

11.6（土） 
 
～11.7（日） 

株式会社オデッセー 
TEL : 03-3560-3930 
http://www.ody-net.com

安倍なつみ コンサートツアー 2004 
～あなた色プレミアム～ 

pick up!

pick up!

展 ア 

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 

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 pick up!

市民講座 

市民講座 

月 

11
月 

11

月 

12

開催日 催事名 内容 連絡先 開催日 催事名 内容 連絡先 

月 

1



6 7

電機連合 第91回 中央委員会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人 
無料 

電機連合総務部 
TEL : 03-3455-6911　FAX : 03-3452-5406

2005年春闘方針の決定 

国 

1.27（木） 
 
～1.28（金） 

参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人 
無料 

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・システムＬＳＩなどの電子回路設計
技術及びソリューション技術の専門展示会 

ア 展 

Electronic Design and Solution Fair 20051.27（木） 
 
～1.28（金） 

SBJ11（第11回 スノーボードジャパン 2005） 
参加対象：招待客のみ　来場者数：25,000人 
無料 

日本スノーボード産業振興会 
TEL : 03-5645-3355　FAX : 03-5645-3322 
http://www.sbj.org

スノーボード、スノースポーツ及び関連商
品を対象としたビジネストレードショー 

ア 展 

第37回 通常総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：350人 
無料 

2.25（金） 
社団法人日本フラワーデザイナー協会 
TEL : 03-5420-8741　FAX : 03-5420-8748 
http://www.nfd.or.jp/

全国代議員による総会 

会 

合格EXPO 2005
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人 
無料 

2.24（木） 
株式会社日能研 
TEL : 045-473-2311　FAX : 045-475-0540 
http://www.nichinoken.co.jp

2004年度の中学入試状況の報告と進学
準備教育をサポート 

国 

第69回 日本循環器学会総会・学術集会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：30,000人 
有料 15,000円 

3.19（土） 
 
～3.21（月） 

日本コンベンションサービス株式会社 
TEL : 03-3508-2010　FAX : 03-3508-1302 
http://www2.convention.co.jp/jcs69/

心血管疾患や生活習慣病の根絶、国民
の健康増進への貢献を論じる循環器領
域医学会議 ア 展 会 国 

第78回 日本薬理学会年会 
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人　 
有料 15,000円 

3.22（火） 
 
～3.24（木） 

山形大学医学部器官病態統御学講座循環薬理学分野 
TEL : 023-628-5234　FAX : 023-628-5235 
http://www2.convention.co.jp/jps78/index.html

薬理学研究の最近の進歩に関する情報
発表と議論 

会 

インタースタイル 05 春 
参加対象：商談会／最終日一般公開　来場者数：25,000人 
無料 

2.16（水） 
 
～2.18（金） 

インタースタイル実行委員会 
TEL : 03-3269-2119　FAX : 03-3269-2179 
http://www.interstyle.jp

ストリート・ライフスタイル・セレクト・アクシ
ョンスポーツ系の大型トレードショー！ 

ア 展 

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：1,000人 
有料 12,000円（予定） 

2.20（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 

ア 

FCI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 

2.20（日） 
JKC神奈川ブロック協議会 
TEL : 044-766-7626　FAX : 044-755-9595 
 

ドッグショー 

展 

ジューテック住まいるフェア 2005 in YOKOHAMA
参加対象：招待者及び受付をした一般者　来場者数：2,000人 
無料 

2.26（土） 
株式会社ジューテック 
TEL : 045-593-0011　FAX : 045-593-0048 
http://www.jutec.jp 
 

住宅資材・住宅機器の展示・販売 

展 
第4回 日本臨床腫瘍学会 
参加対象：一般公開　来場者数：1,500人 
有料 会員10,000円 非会員12,000円 

3.4（金） 
 
～3.5（土） 

東海大学医学部 
TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-92-4511 
http://www.mtz.co.jp/jsmo3

化学療法を中心としたがん・悪性腫瘍の治
療に関する医療研究者による学会 

会 

平成16年度 第35回 横浜商科大学卒業式・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（金） 
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 

国 

2005 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：2,400人 
有料 

2.23（水） 
 
～2.25（金） 

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

企業の事例発表と講演会 

会 

平成16年度 日本工学院専門学校卒業式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,500人 
無料 

3.17（木） 
株式会社横浜アーチスト 
TEL : 045-681-2255　FAX : 045-681-3735 
http://www.neec.ac.jp

卒業式 

会 
 

国 

2.16（水） 
 
～2.18（金） 

2.3（木） 
 
～2.4（金） 

社団法人溶接学会 
TEL : 03-3253-0488　FAX : 03-3253-3059 
http://www.soc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2005.html

国内シンポジウム 

会 

HRD JAPAN 2005（第24回 能力開発総合大会） 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：延べ 4,500人 
有料 26,250円／1セッション 

2.7（月） 
 
～2.10（木） 

社団法人日本能率協会 
TEL : 03-3434-1955　FAX : 03-3434-6447 
 

人事・人材育成分野の国内最大級のイベ
ント 

ア 展 

第9回 震災対策技術展 
参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人 
有料 1,000円 

2.3（木） 
 
～2.4（金） 

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 

第10回 ＮＥＣブリッジフェスティバル 
参加対象：一般公開　来場者数：2,000人 
無料 

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 

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：1,000人 
有料 6,000円（予定） 

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

ナースを対象とした学術会議 

ア 

2.7（月） 
 
～2.14（月） 

霊友会 恩師小谷喜美先生三十五回忌法要 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人 
無料 

インナートリップ霊友会インターナショナル日本支部本部事務局 
TEL : 03-6402-2567　FAX : 03-6402-2569 
http://www.itri.info

創設者法要 

国 

2.8（火） 
 
～2.9（水） 

2.13（日） 

「家の光」創刊80周年記念　全国家の光大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,700人   
無料 

社団法人家の光協会 
TEL : 03-3266-9036　FAX : 03-3266-9051 
http://www.ienohikari.or.jp

体験発表会・各種表彰式 

会 国 

会 

2.3（木） 
 
～2.4（金） 

第11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円～40,000円 

トライボロジー研究会事務局（協同油脂株式会社内） 
TEL : 03-3543-5813　FAX : 03-3545-6259 
 

講演会 

会 
1.28（金） 

トライボロジー研究会 第16回 講演会 
参加対象：招待者のみ　来場者数：210人 
無料 

テクニカルショウヨコハマ 2005
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人 
無料 

社団法人神奈川県産業貿易振興協会 
TEL : 045-671-7055　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 

2.2（水） 
 
～2.4（金） 

参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人 
有料 登録料有 

国際ロータリー第2590地区 
TEL : 045-510-2590　FAX : 045-510-2591

交歓と講演、地区内クラブ及び国際ロー
タリー全般に関する問題の討議 

会 

ア 展 

国際ロータリー第2590地区 2004～2005年度地区大会 1.28（金） 
 
～1.29（土） 

ア 

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 

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。　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。 

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 ・・・一般向けに講座有。詳しくはパシフィコ横浜ホームページをご参照下さい。 市民講座 

第29回 日本ショッピングセンター全国大会 
参加対象：一般公開（全国大会は事前申込要）　来場者数：10,000人 
全国大会：有料 22,000円～63,000円　ビジネスフェア：無料 

社団法人日本ショッピングセンター協会 
TEL : 03-3536-8121　FAX : 03-3536-8120

商業施設の経営・運営の研修。関係会社
の展示会他 

会 展 

1.25（火） 
 
～1.27（木） 

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

今年の夏、新潟県、福井県をはじめとして日本各地を襲った

大雨による災害は記憶に新しいところです。そんな折「下水

道展'04横浜」が開催されました。急峻な山間部が多く平地

の狭い日本の地形では、高地に降った大雨が、平地の集落を

一気に襲うことが知られています。それだけに下水道を主と

して“水をコントロールする”システムや技術の開発は、日

本の永遠の課題なのでしょう。特に近年は、都市部のごく局

地的な範囲での激しい雨が、コンクリートの地面で行き場を

失って地下街に流れ込むといった都市型水害が多く発生して

います。一方では下水道からの排水の富栄養化によって海が

赤潮になるなどの問題もあり、下水道は、排水といった地域

の問題だけでなく、地球規模での環境を視野に入れた取り組

みが求められているようです。各社・団体が発表した最新の

研究成果では、とくに、災害から間もないこともあって、各

種のセンサーとコンピュータで下水道をネットワーク化し、

効率良く安全に排水するシステムに注目が集まっていました。

その他、紫外線や微生物による脱臭装置、雨水のリサイクル、

バイオの力による汚泥の肥料再利用など「循環型社会」「バ

イオ」「エコロジー」をキーワードにした技術・製品が多かっ

たのも時代の要請でしょう。夏休みとあって自由研究にしよ

うとする小学生の姿も見かけられ、熱心に説明を聞いていま

した。 

暮らしの安全を守る下水道を環境に
やさしい技術やシステムでつくる。 

9月21日は「世界アルツハイマーデー」です。これは、94

年に国際アルツハイマー病協会がWHOの後援を受けて「記

念日」として宣言したもので、痴呆症に悩む患者さんと家族

に、正しく理解することで恐れずに、あきらめずに対処して

いこうと訴えます。このフォーラムもその一環として開催さ

れました。まずは正しい理解。痴呆症は腹痛等と同様に症状

を表す名前で、その約半数がアルツハイマー病。歳だから仕

方ないものでも、恥ずかしいものでもなく、10年以内に根

本治療薬が完成する可能性も高いという発表がありました。

さらに患者さんを社会的に支える成年後見制度。一般の病気

の患者さん同様に社会で暮していくための制度で、介護が必

要になった場合どうされたいのか、財産をどう管理したいの

か等を、能力があるうちに決定しておくものです。そして介

護する側の認識。人格の核となる部分は痴呆症になっても想

像以上に残っており、患者さんの人生に耳を傾ける回想法な

どの心のケアが、医学的治療とともに重要なようです。 

正しい理解と、患者さんの人格の尊重。 

現代に求められる下水道の役割 

満席の会場のほか、書籍や診断、相談のコーナーにも来場者が集まり、関心の高さがうかがえた。 

下水道展'04横浜 
2004.7.27   7.30 
展示ホール、アネックスホール、他 

会場にはビデオやパネルのほか導管のカットアウト展示などもあり、業界あげての取組がよく理解
できた。また横浜市下水道局のPRゾーンでは家族連れも多く見かけられた。 

主催/朝日新聞社　後援/厚生労働省・（社）日本医師会・（社）日本精神神経科診療所協会・（社）
日本精神科病院協会・（社）呆け老人をかかえる家族の会・全国在宅介護支援センター協議会・
日本痴呆ケア学会・日本成年後見法学会・神奈川県・横浜市・（社）神奈川県医師会・神奈川
県精神神経科診療所協会　協賛/エーザイ株式会社・ファイザー株式会社 

 
もの忘れフォーラム 
2004.7.31 
会議センター 

2004年世界アルツハイマーデー記念 

月 

1

月 

2

月 

3

convention calendar
1月　 3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 

開催日 催事名 内容 連絡先 



老若男女の笑い声が広い展示ホールに響きわたります。14,090

名と前回を上回る来場者の明るい笑顔とともに、神奈川県下唯一

の福祉総合展示会「アクティブひゅーまんライフ」が帰ってきまし

た。第2回目の今年は、昨年を上回る情報の幅と内容の充実を

図り「高齢者や障害をお持ちの方々が自立と選択のできる社会づ

くり」に役立つ最新情報を分かり易く見ることができる展示会とし

て7月1日（木）から3日（土）の3日間、賑やかに開催されました。 

 

7つの柱で分かりやすく 
福祉に関する最新情報を集めた展示部門「AHLエキスポ」には44

の企業・団体が出展。欲しい情報・探している製品が簡単に見つか

るよう「暮らす」「移動する」「食べる」「表現する」「コミュニケ

ーションする」「生活を支える」「健康になる」の7つのテーマゾー

ンで分かり易く紹介。高齢者や障害者の質の高い暮らしを支える様々

な技術やサービスの展示は、介護・障害福祉のサービスから機器・

情報までを網羅し、行政や企業の最新の取り組みについて、医療・

福祉の専門家から一般の方まで、広く知っていただくことができました。 

 

全25テーマ！充実のセミナーとチャリティーコンサート 
オープニングセレモニーでは、松沢成文神奈川県知事、中田宏横浜

市長、他多数のご来賓にご臨席を賜り、華やかなテープカットで幕を

開けました。記念シンポジウム「おいしく食べて元気になろう－高齢

社会に求められるこれからの食のあり方－」では、“食”に求められ

ている「健康」「安全」「安心」について興味深く、熱く語られま

した。 

今年の特徴のひとつに、充実したセミナーのラインナップがあげられ

ます。福祉に携わる専門家対象の研修セミナーから、一般を対象と

した身近な話題や社会制度に関するセミナーまで、25にのぼるセミナ

ーを開催、3日間で2,039名が参加しました。 

また、初めての試みとして、チャリティーコンサートを開催。世界で活

躍するパブロ・カルテットによる弦楽四重奏の演奏会の収益金を寄

付し、横浜に日本事務所を置くＷＦＰ（世界食料計画）の活動に寄

与することができました。 

 

体験型で楽しく学ぶ、近未来への研究・デザイン 
最新技術や製品・サービスを体験しながら楽しく学べる「YOTEC」

コーナーも大変な賑わいを見せました。「ヨッテク研究所」「チャレン

ジフィールド」「コミュニティパーク」「ユニバーシティラボ」「キッズ

ランド」など、横浜市総合リハビリテーションセンターをはじめ、大学

や企業の最先端の研究が体験でき、近未来を予言するユニバーサル

デザインなどで溢れていました。 

 

パシフィコ横浜。最新情報！ 

8

【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10月1日発刊（季刊・年4回） 

表紙：下水道展‘04横浜 

日本展示会協会が功績を称える「日展協AWARDS」の展示会部

門で「新規開発賞」を受賞しました。 

日展協AWARDS受賞！ 

開催報告 

2004.10.AUTUMN
http://www.pacifico.co.jp

26


