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パシフィコ横浜 イベント情報 ［広報誌］コンベンションニュース

横浜で描かれる
アフリカの未来

［パシフィコモバイル］
イベント情報ほか、施設マップやレストラン
情報などを携帯から閲覧できます！

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

2013年春～夏ピックアップイベント
自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2013
第28回 国際化学療法学会（ICC 2013）　ほかPick up

イベントカレンダー 4月～7月
見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

第5回 アフリカ開発会議（TICAD Ⅴ）

アフリカの未来をともに考える特集
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アフリカの開発をテーマとする国際的な政策フォーラ
ムで、5年に1度、日本で開催されています。2008年に
横浜で開催された第4回会議では、アフリカの41名の
国家元首・首脳級を含む51ヵ国の代表、アフリカ開発
に賛同する34ヵ国のアジア・欧米諸国の代表に加え
て、74の国際機関および民間セクター・NGOの市民
社会の代表など、世界各地から3,000名以上が参加
する大規模な国際会議となりました。

アフリカ諸国首脳と開発パートナーの間にハイレベルな政策対話を促進し、アフリカの自助努
力による開発イニシアティブのための支援を結集することを目的としています。これは、アフリ
カの「オーナーシップ（自助努力）」と国際社会の「パートナーシップ（協調）」という概念に具現
化されています。1993年より始まったTICADは、アジアとアフリカの間の協力を最大の特徴と
し、アフリカ開発に関する国際的枠組みへと進化を遂げてきました。日本およびアフリカのパー
トナー諸国は、経済と社会開発の優先課題はアフリカ諸国自身によって決定され、すべての
開発関係者間で共有された協力体制の中で開発が進められるべきだと考えています。

横浜市とアフリカの間では、長年に渡る技術協力関係があります。日本で初めて
近代水道が創設された都市として、上下水道の技術と経験や、港町ならではの
優れた港湾設備の管理・運営などを、技術者の派遣や研修者の受け入れなどを
通してアフリカ諸国に伝承する事業を行っています。
また交通、宿泊、コンベンション施設、観光、文化施設などのすべての要素が集約
している機能的な優位性と、2008年の第4回アフリカ開発会議開催時に実施した
一校一国運動＊や、「アフリカ支援キャンペーン」などの市民レベルでの交流事業
や支援活動が評価され、2回連続で横浜で開催されることになりました。

＊		一校一国運動：国際イベントや会議開催地の小・中学校が応援する国・地域を決め、文化や言葉を
学んだり、その国の子どもたちやスポーツ選手らと交流したりして異文化への理解を深める活動。

日本政府が国連、世界銀行などと共催する国際会議『TICAD』。
2008年の第4回会議に続き、第5回会議が再び横浜で開催されます。

アフリカ開発会議とは
どんな会議？

会議を開催する目的は？

どうして横浜で開催されるの？

日本の
姿勢

日本は、アフリカの開発に真剣に取り組んでいます。アフリカ大陸との関わりの歴史は浅
いものの（アフリカ諸国と正式な外交関係を樹立したのは第2次世界大戦後にアフリカ諸
国が植民地支配からの独立を宣言した後のことです）、アフリカの諸問題の解決なくして
世界の安定と繁栄は実現できないと強く認識しています

TICAD V

第5回 アフリカ開発会議
2013年6月1日（土）～3日（月）

アフリカの未来を ともに考える
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携帯を愛用するマサイ族

アフリカの島国、マダガスカル

TICAD Vにあわせ、アフリカ関連のビジネスイベントとしては
国内最大級の展示会が開催されます。アフリカ48ヵ国（3月1日
時点予定）が参加し、アフリカ産品やビジネス情報を紹介しま
す。会場では、アフリカの持続可能な成長に貢献する日本の
技術や製品を紹介する日本企業コーナーや、アフリカの料理
を楽しめるフードコート、アフリカ産品を購入できる販売コー
ナーのほか、イベント
ステージにてビジネス
セミナーやライブパ
フォーマンスなどを開
催します。ぜひ来場し
てアフリカを知り、楽し
んでください。

アフリカは、日本の80倍以上の面積があり、世界の
22％を占める大きさです。その中に54の国があり、
9億人以上の人がいます。広大な砂漠もあれば、野生動
物を育む草原などの豊かな自然もあり、さまざまな天然
資源を埋蔵しています。

アフリカン･フェア 2013

開催： 2013年5月30日（木）～6月2日（日）
 ※開催日時は変更となる可能性がございます
 10：00～18：00（最終日は17：00まで）
料金：  無料
 日本貿易振興機構（ジェトロ）展示事業部 展示事業課
 03-3582-5242 　  http://www.jetro.go.jp/events/af2013/

展示ホール 参加対象

南アフリカ共和国の西部にあるナマクア国立公園。
ここの砂漠は1年のうち数日間だけ花畑になりま
す。南半球で春の初めとなる8～9月になると、野の
花が一面に咲き誇るのです。オレンジ色のアフリカ

キンセンカをはじめ、
青や黄色などの色鮮
やかな花が広い大地
を飾り、数日後には
また砂漠に戻ってし
まう様子は、とても
神秘的です。

シアの木は、サバンナの中でも
赤道付近のガーナやナイジェリ
アなどの西部アフリカや、中部ア
フリカ地域にのみ自生するアフリ
カ特産の樹木。その実から採れ
る油脂、シアバターは、女性たち
の肌を乾燥や強い日差しから
守ってきた天然の保湿クリーム
で、石鹸やクリーム、ローション
などのシアバ
ター関連製品
が日本でも多
く販売されて
います。

キリマンジャロや国立公園など
で有名なケニアにおいて、色彩
豊かな民族衣装で知られるマサ
イ族。彼らがサバンナで牛の放
牧をする際に愛用しているのが
携帯電話です。広大なサバンナ
で連絡を取る際に、とても便利な
ことから急速に普及し、その普及
率は約70％。
屋根の上に置
いた太陽光
発電パネルで
行う充電は、
赤道直下だけ
に効率は抜群
です。

インド洋に浮かぶ世界で4番目に大きな島、
マダガスカル共和国。面積は587,041平方
キロメートルで日本の約1.5倍の大きさ。米
が主食で、1人当たりの年間消費量は日本
の約２倍です。大陸と切り離されたため、固
有の進化を遂げたユニークな動植物が多く、
童話『星の王子様』にも登場するバオバブ
の木は、マダガスカルを代表する植物の1つ
です。

南部アフリカ
中部アフリカ
東部アフリカ
西部アフリカ
北部アフリカ

アフリカン・フェア2013

アフリカのトリビア

注目のシアバターの産地、
西部・中部アフリカ

2013年５月30日（木）～6月2日（日）

横浜でアフリカを知ろう！

知らなかった！
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ママ・パパ・ベビーのための
日本最大級の体験型イベント

原料から製造技術、パッケージまで
化粧品開発の展示・発表会

Maternity ＆ Baby Festa 2013

CITE Japan 2013

マタニティ＆ベビーフェスタ2013

第6回 化粧品産業技術展 

美白やエイジングケアなど、時代とともに美容に対する意識は高
まり、化粧品業界では、より効果が実感できる商品開発を探求し
続けています。本催事は、化粧品原料はじめ製造技術、用具、
パッケージなど、化粧品に関する展示会および技術発表会で
す。6回目を迎える今年は、展示ホール全館にて過去最大の規
模で開催。国内だけでなく、海外7ヵ国から17社が出展し、よりグ
ローバルな展示会となります。化粧品を取り巻く国内外の最先
端の技術情報を提供し、化粧品業界のトレンドを生み出します。

2年に1度、化粧品の開発に欠かせない最新材料や最先端の技術が集結
今回は、過去最大の規模で開催されます

妊娠・出産・子育てに関する実践的な知識を“学んで、遊んで、体
験できる”イベントです。パパも一緒に参加できるマタニティビクス
やヨガ、ベビーマッサージなどの「体験コーナー」、お腹の赤ちゃん
と対面できる「4D超音波コーナー」、著名な医師による特別講演
や最新情報を入手できる「セミナーコーナー」のほか、約60社の
企業ブースで新商品やサービスの紹介、サンプル配布などを行
う、盛りだくさんの内容です。赤ちゃん広場や授乳室、託児所も
用意されているので、産後ママも安心して楽しめます。また、本
イベント初の「マタニティオブザイヤー」受賞者も発表予定です！

マタニティ＆ベビーフェスタ2013

開催： 2013年4月6日（土）〜4月7日（日）
料金：  無料
	マタニティ＆ベビーフェスタ事務局

　		（一般社団法人日本マタニティフィットネス協会）

	03-3725-0071　 	http://maternity-babyfesta.jp/

参加対象展示ホール

第6回 化粧品産業技術展 CITE Japan 2013

開催： 2013年5月15日（水）〜5月17日（金）
料金：  有料

	株式会社ICSコンベンションデザイン
	03-3219-3647　 	http://www.citejapan.info/

展示ホール 参加対象

会場には、ベビーカーで入場することができます。イクメンも一緒に参加しよう！
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タイプライターのキーにヒントを得て発案、大正元年に誕生した「大
正琴」。日本で生まれた唯一の西洋楽器といわれ、マンドリンの響き
に似た独特の音色が魅力です。最
大流派である「琴伝流」は、グルー
プでアンサンブルを奏でるのが特
長。全国大会では、日本各地よりさ
まざまなグループが集まり、心をひと
つにして華やかな演奏を行います。

トランプゲームの奥深さを発見!
期間中には体験イベントも開催

医療から宇宙まで…最先端の光技術
日本最大級の合同展示会と学術集会

アンサンブルで広がる「大正琴」の世界
心にひびくメロディーを堪能する2日間

自動車の最新技術が集結！
フォーラムや試乗会も開催

「Fighting Infections（感染症と戦う）」
をテーマに、世界中の研究者が集う

サイエンスとしても進化する
注目のアンチエイジング医学

4/16（火）~4/21（日） 4/24（水）~4/26（金）

4/27（土）~4/28（日） 5/22（水）~5/24（金）

6/5（水）~6/8（土） 6/28（金）~6/30（日）

第18回 NECブリッジフェスティバル OPTICS & PHOTONICS International Exhibition 2013

琴伝流大正琴 第28回全国大会 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2013

第28回 国際化学療法学会（ICC 2013） 第13回 日本抗加齢医学会総会／The 3rd International Conference on Anti-Aging Medicine （29日）

	公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟　 	03-3357-3741
	http://www.jcbl.or.jp/home/conference/nec/tabid/132/Default.aspx

	株式会社オプトロニクス社
	03-3269-3550　 	http://www.opie.jp/

	琴伝流大正琴全国普及会
	0265-81-7500　 	http://www.kindenryu.co.jp/

	公益社団法人自動車技術会
	03-3262-8214　 	http://expo.jsae.or.jp/

	運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社内）
	03-3508-1214　 	http://www2.convention.co.jp/icc2013/

	一般社団法人日本抗加齢医学会
	03-5572-6800　 	http://13jaam.jp/

カードゲームの王様、コントラクトブリッジ。欧州ではサッカーと同じく
らいポピュラーで、世界で約１億人もの愛好家がいます。日本ブリッ
ジ界最大のブリッジの祭典、NEC
ブリッジフェスティバル開催中の
4/19～20の2日間には、未経験
者に向けた体験イベントも開催！	
知的なカードゲームの魅力にふれ
てみませんか。

光通信やレーザー加工など、さまざま分野で欠かせない光・レーザー
技術に関する展示会です。20周年特別展となるレーザーEXPOをは
じめ、新たに医療機器、宇宙・天文
光学を加えた6つの展示会で構成
されます。加えて、世界各国の開
発・研究者が一堂に会し、学術発
表を行う国際会議も開かれます。

車の最新技術が集う国内唯一の総合展示会です。自動車メーカー
はもちろん、シート・素材・製造機械・計測器メーカーなど関連400社
以上が出展し、体験試乗のほか、
フォーラムやワークショップなども開
催されます。また、エネルギーと環
境に配慮した自動車や、通信技術
を駆使した自動車など、業界の最
新動向に注目が集まります。

本国際学会は、松本哲朗学会長のもと、行政やビューロー、パシフィ
コ横浜が一体となって誘致し、28年ぶりの日本開催が実現しました。
「化学療法学」とは主に、薬剤の
特性を明らかにし、それを通して臨
床医学、微生物学を研究する学
問。国内外から約3,000人の感染
症や化学療法に携わる研究者が
集い、学術発表・討論を行います。

メインテーマは「アンチエイジングでつなが
る医学-Share	and	Spread	Anti-Aging	
Medicine-」。高齢化が加速する中、必要
とされるアンチエイジング医学について、科
学的な根拠に基づく研究、データの発表、
議論を行う学会です。誕生から13年目を
迎えた今年は、最先端の医学をより幅広く
発信し、健康長寿の提案をしていきます。

6/30
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar
1（月） 平成25年度 国士舘大学 入学式

国士舘大学
TEL：03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

無料

2（火） 2013年度 関東学院大学 入学式
関東学院大学
TEL：045-786-7002
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

無料

3（水） 2013年度 神奈川大学 入学式
学校法人神奈川大学	横浜キャンパス
TEL：045-481-5661
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

無料

4（木） 平成25年度 神奈川工科大学 入学式
学校法人幾徳学園	神奈川工科大学
TEL：046-291-3250
http://www.kait.jp/

無料

5（金） 平成25年度 北里大学 入学式
学校法人北里研究所
TEL：03-3444-6161
http://www.kitasato-u.ac.jp/

ー

6（土）
平成25年度 学校法人岩崎学園 
合同入学式･進級式

学校法人岩崎学園
TEL：045-311-5562
http://www.iwasaki.ac.jp/

無料

6（土）〜7（日） マタニティ＆ベビーフェスタ2013 Pickup!
P.4

マタニティ＆ベビーフェスタ事務局
（一般社団法人日本マタニティフィットネス協会）
TEL：03-3725-0071
http://maternity-babyfesta.jp/

無料

6（土）〜7（日） モンベルクラブ・フレンドフェア
モンベルクラブ事務局
TEL：06-6536-5740
http://club.montbell.jp/

1,500円
（会員・同伴者は

無料）

11（木） 平成25年度 昭和大学 入学式 昭和大学
TEL：03-3784-8022 無料

11（木）〜14（日） JRC2013
一般社団法人日本ラジオロジー協会
TEL：03-3518-6111
http://www.j-rc.org/

13,000円

12（金）〜14（日） 2013国際医用画像総合展
一般社団法人日本ラジオロジー協会
TEL：03-3518-6111
http://www.j-rc.org/jrc/

ー

16（火）〜18（木） 第20回 国際ホトマスクシンポジウム
Photomask	Japan事務局
TEL：03-3219-3541
http://www.photomask-japan.org/

60,000円
（早期割引あり）

16（火）〜21（日） 第18回 NECブリッジフェスティバル Pickup!
P.5

公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟
TEL：03-3357-3741
http://www.jcbl.or.jp/home/conference/nec/
tabid/132/Default.aspx

見学・体験
無料

月
4
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

…一般向けの催事
…一般向けに講座有

…会員を対象とした催事

…関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要 …会議センター …国立大ホール

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能 …展示ホール …アネックスホール

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社 HP などでご確認ください。

19（金）
神奈川発 水素革命
〜次世代エネルギーの主役は水素だ〜

神奈川発	水素革命	実行委員会
（神奈川県環境農政局蓄電推進課内）
TEL：045-210-1111（内線4133）

無料

19（金）〜21（日） 第23回 横浜骨董ワールド
横浜骨董ワールド事務局
TEL：04-2925-1455
http://www.kottouworld.com/

1000円
（前売800円）
3日間有効

19（金）〜21（日） 日本医工学治療学会 第29回学術大会
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jste2013/

ー

20（土）〜21（日）
グラン・マルシェ 2013
世界の新茶 ファーストフラッシュ

株式会社ルピシア
TEL：0120-93-7799
http://www.lupicia.com/gm/

無料

21（日） eレジフェア PREMIUM 2013 in Tokyo
株式会社リンクスタッフ	eレジフェア事務局
TEL：06-6228-8288
http://www.e-resident.jp/fair/

無料

22（月）〜23（火） 第3回 エステティックグランプリ
一般社団法人エステティックグランプリ
TEL：042-645-8220
http://www.esgra.jp/

5,000円
（前売3,500円）

22（月）〜26（金）
Yeh Bros Cup Bridge Invitational 
Championships

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

ー

24（水） 進路フェスタ 2013 in 横浜
事務局・運営	株式会社さんぽう
TEL：03-3378-7103
http://www.sanpou-s.net/

無料

24（水）〜26（金）
OPTICS & PHOTONICS 
International Exhibition 2013

Pickup!
P.5

株式会社オプトロニクス社
TEL：03-3269-3550
http://www.opie.jp/

2,000円

27（土）〜28（日） 2013春 ミキハウスランド in 横浜
ミキハウスランド運営事務局
TEL：072-941-2965
http://www.mikihouse.co.jp/jp/shop/event

無料

27（土）〜28（日） 琴伝流大正琴 第28回全国大会 Pickup!
P.5

琴伝流大正琴全国普及会
TEL：0265-81-7500
http://www.kindenryu.co.jp/

1,500円

29（月・祝） 第8回 2013神奈川私立中学相談会
一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会
TEL：045-321-1901
http://www.phsk.or.jp/

無料

29（月・祝） 臨港パーク・フリーマーケット
リサイクル運動市民の会
TEL：03-3226-6800
http://www.recycler.org/

無料
（出店参加有料） 屋外

月
4
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar

7,000

5,775

129

5（日） FANCL フィットネスヨコハマ2013 公益財団法人横浜市体育協会
TEL：045-640-0018 500円～800円

11（土）〜12（日） エムジェイ'13 スプリング
株式会社エム・ジェイ・エス
TEL：045-328-3741
http://www.mjs-co.net

6,000円
（事前申込）

11（土）〜12（日） 第25回 日本アレルギー学会春季臨床大会
5/12

運営事務局（株式会社サンプラネット		
メディカルコンベンション事業本部内）
TEL：03-5940-2614
http://jsa25.umin.jp/

13,000円

11（土）〜12（日）
Mama Love presents
MaMa Collection 2013

ママコレクション事務局
http://www.mamacolle.jp/ ー

12（日） 臨港パーク・フリーマーケット
リサイクル運動市民の会
TEL：03-3226-6800
http://www.recycler.org/

無料
（出店参加有料） 屋外

15（水）〜17（金）
第6回 化粧品産業技術展
CITE Japan 2013

Pickup!
P.4

株式会社ICSコンベンションデザイン
TEL：03-3219-3647
http://www.citejapan.info/

有料

15（水）〜17（金）
超新星LIVE TOUR 2013

“抱・き・し・め・た・い”
サンライズプロモーション東京
TEL：0570-00-3337

8,900円
（全席指定）

16（木）〜18（土） 第61回 日本輸血・細胞治療学会総会
5/18

一般社団法人日本輸血・細胞治療学会	事務局
TEL：03-5804-2611
http://www.jstmct.or.jp/jstmct61/

10,000円

22（水）〜24（金） 公益社団法人自動車技術会 2013年春季大会
 公益社団法人自動車技術会

TEL：03-3262-8214
http://www.jsae.or.jp/2013haru/

有料（一部無料
フォーラムあり）

22（水）〜24（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2013 Pickup!
P.5

 公益社団法人自動車技術会
TEL：03-3262-8214
http://expo.jsae.or.jp/

無料
（事前登録制）

25（土）〜26（日） ヨコハマハンドメイドマルシェ2013
ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会
TEL：0120-75-8815
http://handmade-marche.jp/

700円
（前売500円）

30（木）〜6/2（日） アフリカン・フェア2013 Pickup!
P.3

日本貿易振興機構（ジェトロ）
展示事業部	展示事業課
TEL：03-3582-5242
http://www.jetro.go.jp/events/af2013/

無料

1（土）〜3（月） 第5回 アフリカ開発会議（TICAD V） Pickup!
P.2

外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/ ー

月
5

月
6
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

…一般向けの催事
…一般向けに講座有

…会員を対象とした催事

…関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要 …会議センター …国立大ホール

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能 …展示ホール …アネックスホール

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社 HP などでご確認ください。

■洋間・座敷・個室あり
■60名様まで各種ご宴会承ります
■ご予算に合わせてご相談ください

5（水）〜6（木）
第87回 日本感染症学会学術講演会／
第61回 日本化学療法学会総会 合同学会

 運営事務局（株式会社サンプラネット		
メディカルコンベンション事業本部内）
TEL：03-5940-2614
http://jaid_jsc.umin.jp/

ー

5（水）〜8（土） 第28回 国際化学療法学会（ICC 2013） Pickup!
P.5

 
 

運営事務局（日本コンベンションサービス	
株式会社内）
TEL：03-3508-1214
http://www2.convention.co.jp/icc2013/

会員32,000円
非会員36,000円

6（木）〜8（土） 第88回 日本医療機器学会大会
一般社団法人日本医療機器学会
TEL：03-3813-1062
http://www.jsmi.gr.jp/

有料

8（土）〜9（日） 手作り材料エキスポ
有限会社アドバンスネクスト
TEL：045-820-2038
http://handmade.bz/

1,000円
（前売800円）

12（水）〜14（金） 画像センシング展2013／精密加工測定展2013
運営事務局（アドコム・メディア株式会社内）
TEL：03-3367-0571
http://www.adcom-media.co.jp/iss/

ー

12（水）〜14（金） 第19回 画像センシングシンポジウム（SSII 2013）
画像センシング技術研究会	
（アドコム・メディア株式会社内）
TEL：03-3367-0571
http://ssii.jp/

HP参照

14（金）〜16（日） 第112回 日本皮膚科学会総会
 
 

運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jda2013/

ー

15（土） 第24回 日本手術看護学会 関東甲信越地区
日本手術看護学会	関東甲信越地区
TEL：03-3818-3830
http://kan.jona.gr.jp/

5,000円
～9,000円

16（日） ラブライブ！ μ’s 3rd Anniversary LoveLive！ インフォメーションダイヤル
TEL：03-5793-8878 有料

16（日）
平成25年度 神奈川県立高等学校PTA連合会 
定期総会

神奈川県立高等学校PTA連合会
TEL：045-432-5889
http://www.kanagawa-koupren.org/

無料

17（月）〜18（火） フューネラルビジネスフェア2013 綜合ユニコム株式会社
TEL：03-3563-0420　 無料

19（水）
TRC ポスターセッション 2013／
第10回 医薬ポスターセッション

株式会社東レリサーチセンター	営業企画部
TEL：03-3245-5666
http://www.toray-research.co.jp/

無料

21（金）〜22（土） 第18回 日本緩和医療学会学術大会
 運営事務局（あゆみコーポレーション内）

TEL：06-6441-5860
http://jspm2013.umin.jp/

有料

月
6
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar
23（日）

公私協調事業 神奈川の高校展2013
スタートアップイベント 全公立展

神奈川新聞社
TEL：045-227-0817 無料

23（日） 第12回 IRCA フォーラム
 IRCAジャパン株式会社

TEL：03-6272-6307
http://www.irca.org/

30,000円

26（水）〜27（木）
第54回 日本心身医学会総会ならびに 
学術講演会

 第54回	日本心身医学会総会ならびに	
学術講演会	事務局
TEL：03-3263-8688
http://www.c-linkage.co.jp/jspm54/

医師：会員14,000円
非会員15,000円

コメディカル：会員7,000円
非会員8,000円

28（金）〜30（日）

第13回 日本抗加齢医学会総会／
The 3rd International Conference 
on Anti-Aging Medicine （29日） 6/30

Pickup!
P.5

一般社団法人日本抗加齢医学会
TEL：03-5572-6800
http://13jaam.jp/

会員18,000円
非会員25,000円

29（土） ℃-uteコンサート
オデッセー
TEL：03-5444-6966
http://ody-inc.com/release/2013/05/cute-
yokohama0629.html

5,850円
（全席指定）

5（金）〜6（土） 第36回 日本骨・関節感染症学会
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jssbji36/

ー

6（土） 第11回 横浜市介護老人保健施設研究大会
横浜市介護老人保健施設連絡協議会
TEL：045-532-1008
http://www.rouken-yokohama.com/

無料

7（日）
平成25年度 神奈川県立高等学校PTA連合会 
研修大会

神奈川県立高等学校PTA連合会
TEL：045-432-5889
http://www.kanagawa-koupren.org/

有料

8（月） 電機連合 第61回定期大会
全日本電機・電子・情報関連産業労働組合	
連合会（電機連合）
TEL：03-3455-6911
http://www.jeiu.or.jp/

ー

8（月）〜9（火） 計装技術講習会
一般社団法人日本計装工業会
TEL：03-3580-8921
http://www.keiso.or.jp/

17,000円

10（水）〜11（木） 第54回 全国IE年次大会
 日本インダストリアル・エンジニアリング協会

TEL：03-3400-8715
http://www.j-ie.com/

33,000円

13（土）〜14（日） ウェルディングフェスタ 2013 神奈川 マツモト産業株式会社
TEL：045-931-7745 無料

月
6

月
7
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

…一般向けの催事
…一般向けに講座有

…会員を対象とした催事

…関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要 …会議センター …国立大ホール

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能 …展示ホール …アネックスホール

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社 HP などでご確認ください。

13（土）〜15（月・祝）
日本高次脳機能障害学会
2013年夏期教育研修講座

日本高次脳機能障害学会	
（旧：日本失語症学会）事務局
TEL：03-3673-1557

有料

13（土）〜9/16（月・祝）

世界初公開！ 
シベリアの永久凍土からやってきた
特別展 マンモス「YUKA」

Pickup!
P.12

読売新聞東京本社	事業開発部
TEL：03-5159-5886

一般2,200円
小・中学生1,200円

14（日）〜16（火） 第49回 日本周産期・新生児医学会学術集会
第49回学術集会運営事務局	
（株式会社MAコンベンションコンサルティング内）
TEL：03-5275-1191
http://jspnm49.umin.jp/

ー

15（月・祝） 第14回 2013神奈川全私学（中・高）展
一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会
TEL：045-321-1901
http://www.phsk.or.jp/

無料

16（火） マイナビ進学フェスタ
株式会社マイナビ
TEL：03-6267-4416
http://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/festa/

無料

17（水）〜18（木） 盛和塾 第21回世界大会
盛和塾本部事務局
TEL：075-361-6740
http://www.seiwajyuku.gr.jp/

ー

18（木）
平成25年度 高校生就職フェアPart1

（横浜・横須賀地区高卒者合同企業説明会）
横浜公共職業安定所
TEL：045-211-7759 無料

20（土）〜21（日） サマーコンファレンス2013
公益社団法人	日本青年会議所
TEL：03-3234-5601
http://www.summerconference.jp/

無料
（一般）

屋外

20（土）〜21（日） 第6回 透析液安全管理責任者セミナー 公益社団法人日本臨床工学技士会
http://www.ja-ces.or.jp/

15,000円
～30,000円

24（水）
全国公文進度上位者のつどい2013  

（町田事務局）
日本公文教育研究会	町田事務局
TEL：042-727-1707 無料

26（金）〜27（土）
ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2013
〜探しに行こう！暮らしに活きるリハビリテーション〜

横浜市総合リハビリテーションセンター	
TEL：045-473-0666
http://yotec.jp/

無料

31（水）
全国公文進度上位者のつどい2013  
in YOKOHAMA

日本公文教育研究会	横浜事務局
TEL：045-450-2170 無料

月
7
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2010年に、北極圏に近いシベリアの永久凍土から1頭の
雌のマンモスが発掘され、「Y

ユ カ

UKA」と名付けられました。
豊かな体毛に覆われた四肢や長い鼻、短い尾などの軟
組織がほぼ完全な状態で見つかったのは奇跡的。この
注目のマンモス「Y

ユ カ

UKA」が、この夏パシフィコ横浜に
やってきます！ お楽しみに！！

2013年夏 マンモス展を開催！
永久凍土が生んだ奇跡
3万9000年の時を経て“目覚めた”マンモス「Y

ユ カ

UKA」

天然の冷凍庫で保管されている「YUKA」
©Cold	Community	and	Yukagir	Community	Photo	by	Evgenia	Arbugaeva主催： 読売新聞東京本社 事業開発部　TEL：03-5159-5886

世界初公開！ シベリアの永久凍土からやってきた
特別展 マンモス「YUKA」

会期：7月13日（土）～9月16日（月・祝）
会場：パシフィコ横浜 展示ホールA
料金：一般2,200円　小・中学生1,200円
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◆媒 体 名：パシフィコ横浜広報誌 コンベンションニュース『PACIFICO』
◆発　　行：パシフィコ横浜
◆発行回数：季刊年4回（4・7・10・1月号）　※HPにバックナンバーを掲載
◆発行部数：40,000部／号
◆対　　象：一般、コンベンション関係者、企業・行政機関、プレス・マスコミ
◆配 布 先：みなとみらい線各駅、横浜市営地下鉄各駅、JR桜木町駅、 
 横浜市内観光案内所、横浜市・区役所、近隣商業施設インフォメーション、 
 ホテル、観光施設、プレス関係者、業界関係者（催事・会議主催者、出展者、 
 代理店等）、パシフィコ横浜施設内ほか

パシフィコ横浜では、会議、展示会、イベント、コンサートなど、年間を通して
約1,000件のさまざまな催事が開催され、約300万人のご来場があります。
これらの主な催事情報“コンベンションカレンダー”のほか、注目のイベント紹介
や、パシフィコ横浜の最新ニュースを掲載する『PACIFICO』は、発行部数
40,000部を誇る、注目度の高い媒体です。
多くの業界関係者、また市内各所を中心に一般の方に広く配布されている
ため、ご出稿者さまには強力なPRツールとしてご活用いただいております。
ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

パシフィコ横浜広報誌 コンベンションニュース

『PACIFICO』広告スペースのご案内

問い合わせ先：
パシフィコ横浜	営業部誘致企画課

TEL：045-221-2158

パシフィコ横浜は大型国際会議
や医学会の開催において、国内
No.1の実績を誇ります。開催情
報を掲載する本誌は、各関係者
にも配布しています。
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参加者や来場者のみなさまのインターネットアクセスをより快適にするた
め、4月1日より施設内公共エリア（フォワイエ）の無料無線LANの機能を
強化します。接続エリア拡充により、フォワイエエリア
ならどこでも繋がり、接続スピードもぐんとアップ。
また、さらにセキュリティの高い独自のネットワーク環境
をご希望の主催者さまには、仮設の無線アクセスポイ
ント工事を廉価でご提供できるようになりました。

本会議場から中継会場へ映像や音声をつなぐ
館内中継回線（CCTV）が、全施設間デジタル・
ハイビジョン対応になりました。画像が鮮明に映
写されるので、中継会場であっても臨場感溢れ
るプレゼンテーション、スピーチを体感するこ
とができます。フォワイエやロビーなど、共有ス
ペースや事務局でのモニター視聴も可能です。

来場者用無線LAN（Wi-Fi）を増強！ 

もっと便利に、快適に
パシフィコ横浜の設備・環境がさらに充実！

中継画像をハイビジョンで！

問い合わせ先：パシフィコ横浜	営業部　045-221-2121

プレゼンテーションに欠かせない映像プロジェクター。みなさまのご要望
にお応えし、高機能な機材を充実させるとともに、レンタル費を値下げ
いたしました。お手ごろな価格で高画質な映像をぜひご利用ください。
パシフィコ横浜での機材手配なら、運搬や設置にかかる面倒な手間や
時間が省け、すぐに投影可能な状態でご希望場所への設置が可能な
ため、大変便利です。

高機能プロジェクターレンタル費を値下げ！

会議やイベントの運営をスムーズにする無線LAN環境や、
ダイナミックな演出をサポートする映像機器のバージョン
アップなど、パシフィコ横浜の設備・環境がますます充実。機
材の搬入・搬出や設置など、会場準備にかかる手間や時間を
省くことができて、とても便利！

効果的で快適な催事運営に、パシフィコ横浜のネットワーク
システム、高機能映像機材、臨場感溢れるハイビジョン中継
を、どうぞご活用ください！
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パシフィコ横浜では非常時に備え、全社員が適切な応急手当と
救命処置を実施できるよう、定期的に横浜市消防局による普通
救命講習を受講し、技能の保持に努めています。
2013年2月21日に実施した講習では、当社施設内にて横浜市西
消防署員の指導のもと、応急手当について学ぶとともに、心肺蘇
生開始の判断と手順、胸骨圧迫と人工呼
吸、AED（自動体外式除細動器）の使用
方法を確認し、実践講習を行いました。講
習後は、救命技能が認定され、ひとりずつ

「普通救命講習修了証Ⅰ」（認定・更新）
が手渡されました。パシフィコ横浜ではこの
ように社員全員が知識と技術を習得し、危
機管理体制の強化に努めています。

53号の臨港パークから始まった表紙“みなとみらいお散歩シ
リーズ”では、足を運べば実際に見える風景が、写真かと思うよ
うな繊細なタッチで描かれています。
みなとみらい21地区には、澄んだ空に映えるシルエットが美し
い建物群のほか、心地のよい海風や、緑に癒される開放的な
空間が多く、どこを切り取っても絵になるような素敵な景色で
あふれています。
タボンと愛犬コロネが毎号あちこちへ出掛け、そんなみなとみ
らいの魅力をお伝えしてきた本シリーズは、今号で終了します。
次号からは新しい表紙シリーズがスタートします。お楽しみに。

全社員が「普通救命講習修了証」を取得しています

みなとみらいお散歩シリーズ
～『PACIFICO』は発行60号を迎えました～

各施設にAED（自動体外式除細動
器）ならびに救護室を設置しています

Vol.60 2013年
4/5/6月

パシフィコ横浜 イベント情報 ［広報誌］コンベンションニュース

横浜で描かれる
アフリカの未来

［パシフィコモバイル］
イベント情報ほか、施設マップやレストラン
情報などを携帯から閲覧できます！

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

2013年春～夏ピックアップイベント
自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2013
第28回 国際化学療法学会（ICC 2013）　ほかPick up

イベントカレンダー 4月～7月
見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

第5回 アフリカ開発会議（TICAD Ⅴ）

アフリカの未来をともに考える特集



みなとみらい
公共駐車場

カップヌードル
ミュージアム

帆船日本丸

横浜みなとみらい
万葉倶楽部

みなとみらい
センタービル

横浜ベイホテル東急

会議センタ－ 臨港パーク
ベイブリッジカフェテリア ふれあいショップみなと

【軽食･喫茶】
TEL:045-223-2055

 スターボ  
【ミュージックラウンジ／2F】

マリンブルー
【ラウンジ&バー／2F】

 オーシャンテラス  
【ブッフェ・ダイニング／1F】

ザ パティセリー
【ペストリーショップ／1F】

ギフトギャラリー＆ドラッグストア 
【ギフト・薬／2F】

ピア21
【海鮮びすとろ／ぷかりさん橋2F】

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 
TEL:045-223-2222（代表）

なだ万 
【日本料理／4F】【中国料理／31F】

驊騮（かりゅう）　

展 示ホー ル

ダンゼロ
【レストラン／2F】
TEL:045-633-3563　

リストランテ・アッティモ
【イタリアンレストラン／2Ｆ】
TEL:045-640-1270　

濱屋玄衛門
【蕎麦・饂飩／2F】
TEL:045-664-3283

横濱ミルクホール
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-221-1239

ハーベジカフェ
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-662-9565

デイリーヤマザキ
【コンビニエンスストア（ATM・宅配便）／1F】
TEL:045-662-4085

ビジネス＆サービスセンター
【サービス／2F】　
TEL:045-222-1034　

【カフェテリア／6F】
TEL:045-223-2222（ホテル代表）

パシフィコティールーム
【喫茶／2F】TEL:045-223-2222（ホテル代表）

ビジネスセンター
【サービス／1F】
セルフサービス

ラ ヴェラ  
【イタリア料理／2F】

アジュール 
【フランス料理／2F】

PACIFICO Guide ア
ク
セ
ス

パシフィコ横浜施設内テナント情報

今号の表紙『PACIFICO』Vol.60

車でお越しのお客様電車でお越しのお客様

飛行機をご利用のお客様
（羽田空港より直通バスあり）

▶みなとみらい線
　みなとみらい駅から徒歩3分
			（クイーンズスクエア連絡口より
　赤いエスカレーターを乗り継ぎ2Fへ）

▶JR京浜東北線・横浜市営地下鉄
　桜木町駅から徒歩12分、
　バスまたはタクシー利用5分

▶首都高速横羽線
　みなとみらいランプより約3分

▶羽田空港より車で約20分、
　バスで約40分、電車で約30分
▶成田空港より車・バスで約120分、
　電車で約100分

タボンと愛犬コロネがやってきたのは、パシフィコ横浜
から国際橋を渡った新港地区。海岸線に沿って松や
桜の木々が立ち並ぶ、のどかな公園が広がっています。
ここからは、緑色の屋根のぷかりさん橋を発着する船
や、ヨコハマ	グランド	インターコンチネンタル	ホテルの
最頂部に立ち、横浜の海を見渡す女神像『みちびき』
を眺めることが出来ます。『みちびき』は横浜の発展と
世界の平和を願い、静かに佇んでいます。

新港地区から見上げた先に、佇む女神
横浜の飛翔と世界の平和を願っています

編集発行／株式会社横浜国際平和会議場
2013年4月1日発行（季刊・年4回） 表紙・P2	イラスト	：	ジュジュ	タケシ（lualuz）


