
次世代のために
地球温暖化を考える
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気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第38回総会

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPCC総会では、事前に作成された「評価報告書」をもとに情報のとりまとめが
行われます。それには世界中から850人以上の専門家が執筆・編集に関わり、
約4年の歳月をかけて作成されました。日本の研究成果論文が多数引用され、
多くの研究者が執筆者として参加。専門家の立場から草案にコメントする査読者

（さどくしゃ）としても活躍するなど、日本人研究者たちが貢献しています。

第38回総会には100ヵ国以上の政府代表者、研究者や気
象・環境問題に関連する国際機関などの300名以上が参
加。日本からは文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省な
どの担当者と研究者が出席します。

日本の研究者たちが貢献しています

過去に経験したことのない豪雨や猛暑、自然生態系の異変など、
私たちの生活に大きな影響を及ぼしている気候変動（温暖化）。
その問題解決のために世界中の研究者が集い、最新の科学知見をとりまとめる
世界会議『気候変動に関する政府間パネル（IPCC）総会』が、
日本で初めて開催されることになりました。

次の世代が安心して暮らせる環境を

地球温暖化を
食い止めるための世界会議が
横浜で日本初開催！

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第38回総会

開催：	2014年3月25日（火）～3月30日（日）

 環境省地球環境局総務課	研究調査室

参加対象

●過去20年にわたり、グリーンランド及び南極の氷床の質量は減少している。
●世界平均海面水位は1901～2010年の期間に0.19（0.17～0.21）m上昇した。
●二酸化炭素の累積排出量と世界平均地上気温の上昇量は、ほぼ比例関係にある。

100ヵ国以上の政府代表者、
研究者らが参加！

私たちの生活に地球温暖化があたえる影響とは
T O P I C

『気候変動に関する政府間パネル（IPCC）』とは？

評価報告書の内容の一例

IPCCとは、Intergovernmental  Panel  on Cl imate 
Changeの略。環境破壊などによって引き起こされる気候変動

（温暖化）のリスクについて、科学、技術、社会面から対策を考える
ため、国連環境計画と世界気象機関によって1988年に設立され
た組織。世界各国2,500人以上の科学者による気候変動に関す
る研究成果をまとめ、問題解決に必要な「評価報告書」を作成して
います。

温暖化が進むと干ばつや水害が頻繁に起こると考えられています。ま
た、これまで多くの地域で高温による米や果樹の品質低下が報告され
ています。もし、海水温度や海流変化により水産業がダメージを受け、
農作物の生産量減少で食料の価格も高騰すれば、私たちの食卓に大
きな影響を及ぼすでしょう。さらに心配なのが、人への健康被害。猛暑
による熱中症や、気温の上昇で増加した蚊を媒介とする感染症の危険
性も高まります。これらの問題解決の鍵となる情報が、この総会でとり
まとめられるのです。

現在と21世紀末の地上平均気温の上昇を予測するモデルも報告される予定
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「撮る・見る・つながる」。日本が誇る
カメラと写真映像文化を世界へ

交差する、人・アート・文化
横浜から文化芸術を発信

CP+ （Camera & Photo Imaging Show）2014

Culture City of East Asia 
2014, YOKOHAMA Opening Event

2014年、日本・中国・韓国の3ヵ国で新たにスタートする「東アジア
文化都市」事業。文化芸術の交流を通じて、東アジア域内の相
互理解・連帯感の形成を促進し、東アジアの多様な文化の国際
発信力を高めていくことを目指しています。その2014年開催都
市に横浜市が選ばれ、1年間、横浜ならではの文化芸術の発
信および、3ヵ国の舞台芸術や、美術展覧会などが行われます。
本オープニングでは、東アジア文化都市2014横浜のスタートを
飾る文化・音楽イベントなどが行われます。

東アジア文化都市2014
横浜のオープニングとして、
音楽イベントなどが開催され
ます。

©SMART ILLUMINATION 
YOKOHAMA 2013
Photo：AMANO STUDIO

カメラと写真映像に関する、アジア最大級のフォトイベント。「より
楽しく、より美しく。進化するフォトイメージングテクノロジー」を
テーマに、日本の最新技術と写真映像を、日本の商業写真発祥
の地・横浜から世界へ向けて発信します。各メーカーの新製品
と技術の紹介をはじめ、プロ向けの動画セミナー、ファミリー写
真館やアマチュア写真展、広告写真展、初心者向けのさまざま
な撮影テクニック講座など、写真を通じて「撮る・見る・つながる」
楽しさを幅広く伝えます。カメラと写真、映像に興味がある方に
は、注目のイベントです。

CP+（シーピープラス）	2014	

開催：	2014年2月13日（木）～2月16日（日）
料金:	1,500円（Web事前登録者は無料）

 CP+事務局
 03-6741-4015　  http://www.cpplus.jp/

東アジア文化都市2014横浜オープニング式典&コンサート
「三都爛漫～時空を越えた音絵巻」

開催:	2014年2月25日（火）
料金:	無料

 東アジア文化都市オープニング音楽イベント事務局（株式会社1002内）
 03-3264-0244　  http://culturecity-eastasia.jp

※他の関連イベントについては、ホームページをご参照ください

カメラファン待望の国際フォトイベント。昨年は国内外の来場者合わせて、約6万
3,000人を動員！

アネックスホール展示ホール 参加対象

参加対象
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Pickup Events

口から栄養を摂取できない患者さんに対して行
われる、静脈栄養法や経腸栄養法。栄養療法
の進歩によって、患者さんの命や生活の質が
維持され、多くの疾患の治療の可能性が広
がっています。年1度の学術集会では、日本の
臨床栄養学に携わる多くの医師・看護師などが
一堂に会し、最新の研究成果と情報を交換・発
信します。

アルバムトータルセールス4,000万枚の
ロック・プリンセス、2年ぶりの来日公演

あこがれのクラシックカーや
懐かしの名車にふれ合える！

医療・福祉の現場に貢献する
日本の臨床栄養学の進歩を考える

「夏が待ちきれない」人、集まれ！
マリンレジャー・スポーツのお祭り

初心者からコアファンまで大歓迎
家族で楽しめる「釣りの祭典」

英知を結集し、胃がん征圧を目指す
診療に進歩をもたらす学術集会

2/3（月） 2/22（土）~2/23（日）

2/27（木）~2/28（金） 3/6（木）~3/9（日）

3/21（金・祝）~3/23（日）3/21（金・祝）~3/22（土）

アヴリル・ラヴィーン 第6回	Nostalgic	2days

第29回	日本静脈経腸栄養学会学術集会 ジャパン	インターナショナル	ボートショー2014

ジャパン・	フィッシング・フェスティバル	2014　
国際フィッシングショー第86回	日本胃癌学会総会

 クリエイティブマン
 03-3499-6669　  http://www.creativeman.co.jp/

 株式会社芸文社
 03-5992-2052　  http://nos2days.com/

 運営事務局（株式会社ジェフコーポレーション内）
 03-3578-0303　  http://jspen.jp/jspen2014/

 ボートショーデスク　  03-5542-1205　
 http://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2014/

 ジャパン・フィッシング・フェスティバル運営事務局（株式会社廣済堂内）
 03-6834-2236　  http://www.jaftma-jaff.com/

 運営事務局（株式会社プランニングウィル内）
 03-6801-8084 　  http://www.jgca2014.com/

2002年のデビュー以来、全世界でのアルバム
トータルセールス4,000万枚、８度のグラミー賞
ノミネーションなど、数々のキャリアを刻んできた
アヴリル・ラヴィーン。自身の名前をタイトルにし
た、5thアルバムからの先行シングル「ロックン
ロール」が大ヒットしている中で、２年ぶりに来日
公演が行われます。

クラシックカー・ファン待望の2日間にわたる大イベント。日本全国か
ら集まった専門ショップによる貴重な車両やパーツの展示・販売の
ほか、サーキットで活躍した往年の
レーシングカーや懐かしの大衆車
が一堂に集結し、幅広いジャンル
の旧車とふれ合うことができます。
一般オーナー所有の希少車の特
別展示も実施。

ひと足先にマリンレジャーを満喫できる国内最大級のイベント。会場
には最新のボート、ヨット、水上バイク、カヌーをはじめマリンレジャー・
スポーツ用品、グッズなどがフロア
いっぱいに並びます。また、著名人
によるトークショーなども開催。第2
会場の「横浜ベイサイドマリーナ」を
結ぶシャトルボート（有料）とシャトル
バス（無料）が運行されます。

アトラクションが満載のフィッシングの祭典。国内外の関連メーカー
や団体などの出展ブースには、最新情報やトレンドグッズが勢揃い。
プロアングラーによるデモストレー
ションやトークショーのほか、クイズ
大会、初心者やお子さま向けのマ
ス釣り体験、金魚すくいコーナーな
ど、家族で楽しめる3日間です。

内視鏡による早期診断や機器・技術の発展に
より、胃がん診療は著しく進歩しました。本学会
は各方面からの最新の基礎研究や臨床研究
の報告を結集し、多くの議論を重ね、胃がんの
完全征圧を目指し、最高の医療サービスを実
践することを目的に行われます。また最終日に
は、情報共有のための市民公開講座も予定さ
れています。
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中華街大通り中央

130

4（土） JAM	Project	LIVE	TOUR	2013-2014	
THUMB	RISE	AGAIN	

インフォメーションダイヤル
TEL：03-5793-8878
http://www.jamjamsite.com/

6,825円

5（日） 豊崎愛生	2nd	concert	tour	2013
『letter	with	Love』	追加公演

ソーゴー東京
TEL：03-3405-9999
http://www.toyosakiaki.com/live/

6,500円

11（土） 株式会社ファンデリー	2015年度入社	
会社説明会

株式会社ファンデリー
TEL：03-6741-5890
http://fundely.co.jp/recruit/fresher2015/

無料

11（土） 公益社団法人日本補綴歯科学会
平成25年度	西関東支部生涯学習セミナー

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
TEL：045-581-1001 無料

11（土）～13（月・祝） Pet博2014	in	横浜
ペット博運営事務局
TEL：06-6352-7942
www.pethaku.com/

800円
～1,200円

12（日） 公益社団法人日本補綴歯科学会
平成25年度	西関東支部総会・学術大会

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
TEL：045-581-1001

1,000円
（神奈川県歯科

医師会会員は無料）

12（日） スポーツフォーラム21	第14回The	Baseball
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
スポーツ整形外科
TEL：045-974-2221
http://www.sf21.jp/sf21-00.html

10,000円

12（日）～13（月・祝） 第45回	横浜デンタルショー 横浜デンタルショー運営委員会
TEL：045-681-1553 無料

13（月・祝） 楽天証券	新春講演会	2014
楽天証券株式会社
TEL：0120-188-547
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/
seminar_newyear2014/

無料

13（月・祝） 第12回	かながわ薬剤師学術大会
公益社団法人神奈川県薬剤師会
TEL：045-761-3241
http://www.kanagawa-pharm.org/

ー

17（金）～19（日） 冬スポ	WINTER	SPORTS	FESTA
冬スポ事務局
TEL：0120-64-1166
http://wintersportsfesta.jp/

無料

17（金）～19（日） 第7回	ひな人形・五月人形大ご奉仕会
人形の町岩槻雛匠東玉・赤ちゃんワールドプロジェクト
TEL：048-756-1111
http://www.ningyousaiji.com/

無料

18（土） 第51回	日本糖尿病学会関東甲信越地方会
第51回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会運営事務局
TEL：042-707-7275
http://www.jds51kanto.org/

有料

19（日） ITRI日本センター第七支部	決起大会 ITRI日本センター 第七支部
TEL：03-3437-0802 無料

22（水）～24（金） 第38回	日本ショッピングセンター全国大会
一般社団法人日本ショッピングセンター協会
TEL：03-3536-8121
http://www.jcsc.or.jp/

ー

月
1

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
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27（月）～28（火） 電機連合第100回中央委員会
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

30（木）～31（金） イ・ジュンギ	アジアツアー	2014
コールセンター
TEL：03-5458-9999
http://www.joongi-splendor.jp/

一般10,000円

1（土） 第64回	日本救急医学会関東地方会学術集会／
第51回	救急隊員学術研究会

運営事務局（共立速記印刷株式会社内）
TEL：03-3239-7027
http://qq642014.umin.ne.jp/

5,000円
～10,000円

（学生無料）

1（土） 第51回	横浜市幼稚園教育研究大会
 公益社団法人横浜市幼稚園協会

TEL：045-534-8708
http://www2.kids-yokohama.or.jp/~kidsyoko/

ー

1（土）～2（日） POP	LOCK	BOX	2014
 POP LOCK BOX 2014事務局

TEL：03-5909-8102
http://www.poplockbox.com/

ー

2（日） ゆいかおりLIVE	「BUNNY	FLASH!!」
株式会社オデッセー
TEL：03-5444-6966
http://ody-inc.com/

5,800円

3（月） アヴリル・ラヴィーン　 Pickup!
P.4

クリエイティブマン
TEL：03-3499-6669
http://www.creativeman.co.jp/

指定席10,500円

4（火） キャリアフォーラム	横浜会場
キャリアフォーラム事務局
TEL：03-5804-5537
https://job.nikkei.co.jp/2015/

無料

4（火）～5（水） 第20回	「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合･
実装技術」シンポジウム

Mate2014事務局
TEL：06-6878-5628
http://sps-mste.jp/mate2014/src/

有料

5（水）～7（金） テクニカルショウヨコハマ2014
（第35回	工業技術見本市）

公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP）
TEL：045-633-5170
http://www.tech-yokohama.jp/tech2014/

無料

6（木） かながわビジネスオーディション2014
かながわビジネスオーディション実行委員会事務局
TEL：045-633-5203
http://b-audition.kipc.or.jp/ba2014/

無料
（交流会は

参加料2,000円）

6（木）～7（金） 第18回	「震災対策技術展」横浜／
第5回	「振動技術展」

事務局（エグジビションテクノロジーズ株式会社内）
TEL：03-5775-2855
http://www.exhibitiontech.com/etec/

無料

7（金）～9（日） 日本獣医内科学アカデミー第10回	記念学術大会
第10回 日本獣医内科学アカデミー学術大会事務局
TEL：03-3219-3543
http://www.jcvim.org/

ー

8（土）～9（日） FLY	2014 FLY 2014運営事務局
http://dacos.jp/fly2014/ ー

9（日） 恩師小谷喜美先生	四十四回忌法要 ITRI日本センター 
TEL：03-6402-2567 ー

月
2

月
1

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
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9（日） FCI神奈川インターナショナルドッグショー
 社団法人ジャパンケネルクラブ 神奈川ブロック協議会

TEL：044-888-4066
http://www.jkc.or.jp/

300円～500円

11（火・祝）～16（日） 第19回	NECブリッジフェスティバル
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

無料

13（木） Acid	Black	Cherry	Project	『Shangrila』
4th	Season	～関東tour～

ディスクガレージ
TEL：050-5533-0888

全席指定7,500円
（6歳未満の未就
学児は入場不可）

13（木）～16（日） CP+（シーピープラス）	2014	 Pickup!
P.3

ＣＰ+事務局
TEL：03-6741-4015
http://www.cpplus.jp/

1,500円
（Web事前

登録者は無料）

18（火）～20（木） SBJ20	＆	2014	SKI	EXPO	Japan ＳＢＪ事務局
www.snow-again.com/ 無料

18（火）～20（木） インタースタイル（ボードカルチャー	＆	ファッション展示会）
株式会社インタースタイル
TEL：03-5840-8044
www.interstyle.jp/

無料

21（金）
ユニットケア研修フォーラム2014
これからの10年を見据える
～その時、あなたは何をのぞみますか？～

ユニットケア研修フォーラム2014事務局
TEL：03-5470-4407
http://www.unit-care.or.jp

7,350円

22（土） 医療事故･紛争対応研究会	
第8回	年次カンファレンス

医療事故・紛争対応研究会
http://plaza.umin.ac.jp/dhsc/

事前申込5,000円
当日申込7,000円

（会員は1,000円引き）

22（土）～23（日） 第6回	Nostalgic	2days Pickup!
P.4

株式会社芸文社
TEL：03-5992-2052
http://nos2days.com/

2,000円
（場内金券
500円付き）

23（日） 第9回	高校生ロボットアメリカンフットボール
全国大会

富士ソフト株式会社全日本ロボットアメリカンフット
ボール大会事務局
TEL：045-285-0213
www.fsi.co.jp/foot/

無料

25（火） 東アジア文化都市2014横浜オープニング式典＆コンサート
「三都爛漫～時空を越えた音絵巻」

Pickup!
P.3

 東アジア文化都市オープニング音楽イベント事務局
（株式会社1002内）
TEL：03-3264-0244
http://culturecity-eastasia.jp

無料

26（水） 第11回	JA横浜	女性部大会・家の光大会
横浜農業協同組合 きた総合センター（JA横浜）
TEL：045-942-2312
http://ja-yokohama.jp/

無料

27（木）～28（金） 第29回	日本静脈経腸栄養学会学術集会 Pickup!
P.4

運営事務局（株式会社ジェフコーポレーション内）
TEL：03-3578-0303
http://jspen.jp/jspen2014/

一般14,000円
学生8,000円

（参加登録費）

1（土）～2（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）

2（日） 第5回	スポーツメディスンフォーラム
スポーツメディスンフォーラム事務局
TEL：044-977-8111
http://www.sports-mf.com/

医師5,000円
一般3,000円
学生1,000円

月
2

月
3

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。
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2（日） 第12回	人工呼吸器セミナー
第12回 人工呼吸器セミナー開催事務局

（株式会社ピーシーオーワークス内）
TEL:03-3291-3634　
http://www.kanarinko.com/seminar/

有料

6（木）～9（日） ジャパン	インターナショナル	
ボートショー2014

Pickup!
P.4

ボートショーデスク
TEL：03-5542-1205
http://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2014/

1,200円
（中学生以下は

無料）

11（火） ライセンスナビゲーション横浜
株式会社ライセンスアカデミー
TEL：03-5925-1641
http://shinronavi.com/topics/event.php

無料

15（土）～16（日） 2014大会	第35回	日本公文指導者研究大会・公文	公会長生誕100周年式典
株式会社日本公文教育研究会
http://www.kumongroup.com/ 無料

17（月） 進学LIVE	2014	in	横浜『全国著名国・公・
私立大学・短期大学・専門学校　進学相談会』

ヒューマンステージ株式会社
TEL：03-5695-5871 無料

17（月） 平成25年度	日本工学院専門学校　
卒業証書授与式

日本工学院
TEL：03-3732-1111
http://www.neec.ac.jp/

ー

19（水） 2013年度	神奈川大学卒業式
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/

ー

20（木） 平成25年度	国士舘大学	卒業式
学校法人国士舘大学
TEL：03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

ー

21（金・祝）～22（土） 第86回	日本胃癌学会総会 Pickup!
P.4

運営事務局（株式会社プランニングウィル内）
TEL：03-6801-8084 
http://www.jgca2014.com/

15,000円

21（金・祝）～23（日） ジャパン・	フィッシング・フェスティバル	2014国際フィッシングショー
Pickup!

P.4

ジャパン・フィッシング・フェスティバル運営事務局
（株式会社廣済堂内）
TEL：03-6834-2236
http://www.jaftma-jaff.com/

1,200円
（前売1,000円）

23（日） ナース専科	就職ナビ	合同就職説明会2015
ナース専科就職ナビ運営部
TEL：0120-979-500
http://recruit.nurse-senka.com/

無料

24（月） 2013年度	関東学院大学卒業式・学位授与式
関東学院大学
TEL：045-786-7002
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

ー

25（火）～30（日） 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第38回総会
Pickup!

P.2 環境省地球環境局総務課 研究調査室 ー

28（金）～29（土） 第54回	関東整形災害外科学会
第54回 関東整形災害外科学会事務局

（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318 
http://www.congre.co.jp/ksot54/

10,000円

1（火） 平成26年度	国士舘大学	入学式
学校法人国士舘大学
TEL：03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

ー

月
3

月
4

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場
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2（水） 2014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/

ー

3（木） 2014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/

ー

4（金） 平成26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/

ー

5（土） 平成26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

5（土）～6（日） マタニティー	＆	ベビーフェスタ2014
マタニティー ＆ ベビーフェスタ事務局
TEL：03-3725-1103
http://maternity-babyfesta.jp/

無料

6（日） 平成26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/

ー

10（木）～13（日） JRC	2014
一般社団法人日本ラジオロジー協会（JRC）
TEL：03-3518-6111
http://www.j-rc.org/

会員13,000円
非会員・賛助会員20,000円
医学生・初期研修医1,000円

15（火）～17（木） 第21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/

HP参照

18（金） 進路フェスタ	2014	in	横浜
株式会社さんぽう
TEL：03-3378-7103
http://www.sanpou-s.net/

無料

21（月）～22（火） 第4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：042-634-9003
http://www.esgra.jp/

前売4,000円
当日5,000円
学生1,500円

23（水）～25（金） OPTICS	&	PHOTONICS	International	Exhibition	2014
株式会社オプトロニクス社
TEL：03-3269-3550
http://www.opie.jp/

2,000円

23（水）～25（金） ナノ･マイクロ	ビジネス展／ロボテック	次世代ロボット製造技術展
ナノ・マイクロ ビジネス展／ROBOTECH事務局
TEL：03-3262-8456
http://www.micromachine.jp/

2,000円
（業界関係者、

事前登録者は無料）

26（土）～27（日） 第30回	日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会
運営事務局（株式会社メディカル東友内）
TEL：046-220-1705　
http://www.mtoyou.jp/jocd30/

有料

28（月）～5/2（金） 日本地球惑星科学連合	2014年大会
公益社団法人日本地球惑星科学連合
TEL：03-6914-2080 
http://www.jpgu.org/meeting/

会員・一般16,000円
（29日に無料一般
公開プログラムあり）

29（火・祝） 2014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/

ー

月
4

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。
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9（金）～11（日） 超音波Week	2014（日本超音波医学会第87回学術集会、ほか） 超音波Week 2014 運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）
TEL：03-3263-8688　http://www.ultrasonicweek2014.jp/

10（土）～11（日） 2014春	ミキハウスランド	in	横浜 ミキハウス運営事務局
TEL：072-941-2965　http://www.mikihouse.co.jp

15（木）～17（土） 日本麻酔科学会	第61回学術集会 公益社団法人日本麻酔科学会事務局
TEL：078-306-5945　http://www.anesth.or.jp/61th/

21（水）～23（金） 公益社団法人自動車技術会	2014年春季大会 公益社団法人自動車技術会 育成・イベントグループ
TEL：03-3262-8214　http://jsae.or.jp/2014haru/

21（水）～23（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展	2014 公益社団法人自動車技術会 育成・イベントグループ
TEL：03-3262-8214　http://expo.jsae.or.jp/

22（木）～24（土） EVTeC	2014	&	APE	Japan	2014 株式会社相鉄エージェンシー
http://www.evtec.jp/

25（日） 第65回	指定都市学校保健協議会 横浜市教育委員会

26（月）～27（火） 第7回	アジアビューティーエキスポ 第7回 アジアビューティエキスポ事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3571　http://www.ab-expo.jp/

30（金）～6/1（日） 第49回	日本理学療法学術大会 運営事務局（株式会社コンベンションアカデミア内）
TEL：03-5805-5261　http://pt49-kanagawa.jp/

31（土）～6/1（日） ルピシア	グランマルシェ2014 株式会社ルピシア
http://www.lupicia.com/shop/pages/gm.aspx/

6（金）～7（土） 第28回	日本小児救急医学会学術集会 運営事務局（株式会社コンベックス内）
TEL：03-3589-4422　http://jsep2014.umin.jp/

6（金）～8（日） 第55回	日本臨床細胞学会総会（春期大会） 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/jscc2014/

7（土）～8（日） ヨコハマハンドメイドマルシェ2014 ヨコハマハンドメイドマルシェ2014
http://handmade-marche.jp/

9（月） TRC	ポスターセッション	2014／第11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
http://www.toray-research.co.jp/

11（水）～13（金） 画像センシング展2014／精密測定展2014 アドコム・メディア株式会社
TEL：03-3367-0571　http://www.adcom-media.co.jp/iss/

11（水）～13（金） 第20回	画像センシングシンポジウム（SSII2014） 画像センシング技術研究会
TEL：03-3367-0571　http://ssii.jp/

11（水）～14（土） 第17回	世界大学総長協会（IAUP）2014	横浜総会 IAUP2014 事務局
TEL：042-797-9718　http://www2.convention.co.jp/IAUP2014/ja/

14（土） 第16回	RINGの会横浜オープンセミナー2014 一般社団法人 RINGの会
http://ring-web.net/

14（土） 第25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
http://kan.jona.gr.jp/

15（日） 平成26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/

18（水）～21（土） 第16回	WFOT大会2014 運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）
TEL：03-3263-8695　http://www.wfot.org/wfot2014/jpn/

26（木）～28（土） 第110回	日本精神神経学会学術総会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/jspn110/

4（金）～6（日） 第57回	日本腎臓学会学術総会 第57回 日本腎臓学会学術総会運営事務局
TEL：03-5842-4131　http://jsn57.umin.jp/

5（土） 第12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://rouken-yokohama.com/

9（水）～11（金） 第23回	日本小児泌尿器科学会総会・学術集会 株式会社メディカル東友
http://www.mtoyou.jp/jspu23/

10（木）～11（金） 電機連合第62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/

11（金） 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/

11（金）～12（土） ヨコハマ・ヒューマン	＆	テクノランド2014 横浜市総合リハビリテーションセンター
TEL：045-473-0666　http://www.yotec.jp/

12（土） TOKYO	FASHION	COLLECTION	～Kids	&	Young's～ 株式会社横浜アーチスト
http://tokyo-fashion-collection.com/

12（土） 平成26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/

13（日）～19（土） 第18回	世界社会学会議	横浜大会 運営事務局
http://www.isa-sociology.org/congress2014/

16（水）～8/28（木） ヨコハマ恐竜展2014	「新説・恐竜の成長」 運営事務局（株式会社アーチスト内）
TEL:045-664-6610

21（月・祝） 第15回	2014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
http://kanagawa-shigaku.jp/

23（水） 全国公文進度上位者のつどい・町田 日本公文教育研究会町田事務局
TEL：042-727-1707

25（金）～26（土） キッズエンジニア2014 キッズエンジニア運営事務局（公益社団法人自動車技術会）
http://www.jsae.or.jp/kidse/

30（水） 全国公文進度上位者のつどい	2014	in	YOKOHAMA 日本公文教育研究会横浜事務局
TEL：045-450-2170

31（木） 第9回	光通信工事技能競技会 一般社団法人情報通信エンジニアリング協会
http://www.itea.or.jp/

1（金）～3（日） 第8回	相模原臨床アレルギーセミナー 相模原臨床アレルギーセミナー事務局
http://www.hosp.go.jp/~sagami/rinken/crc/a-semi/

2（土）～3（日） 第60回	日本母親大会	in	神奈川 第60回 日本母親大会実行委員会
http://hahaoyataikai.jp/

月
6

月
5

月
7

8月

Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先
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6（水）～8（金） 日本モンテッソーリ協会	第47回全国大会（学会） 第47回 大会事務局 つづきルーテル保育園
TEL：045-915-7701　http://montessori-jp.org/meeting.html

9（土） 公開第13回	かながわ乳がん市民フォーラム かながわ乳がん市民フォーラム事務局
http://www.nyugan-forum.jp/

19（火） 第7回	日本高校ダンス部選手権	全国決勝大会 DANCE STADIUM 大会事務局
TEL:06-6110-2222　http://dancestadium.com

20（水）～22（金） 第61回	日本栄養改善学会学術総会 第61回 日本栄養改善学会学術総会運営事務局
http://www2.convention.co.jp/kaizen61/

28（木）～30（土） 第52回	日本癌治療学会学術集会 学術集会事務局
http://congress.jsco.or.jp/jsco2014/

11（木）～13（土） 第37回	日本神経科学大会 運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）
TEL：075-231-6357　http://www.neuroscience2014.jp/

17（水） 第22回	改善実践リーダー集会 株式会社ペック協会
TEL：058-397-2531　http://www.pec-g.co.jp

20（土）～21（日） 健康生活フェア	2014 健康生活フェア事務局（株式会社エルアウラ内）
TEL：03-5778-3290　http://www.healthylifefair.net/

21（日） ディーパック・チョプラ博士講演会 チョプラ博士2014 講演会事務局
TEL：03-5778-3290　http://www.el-aura.com/

25（木）～27（土） 第73回	日本癌学会学術総会 運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社内）
http://www2.convention.co.jp/jca2014/

2（木）～4（土） 平成26年度	アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/addrs2014/

2（木）～5（日） 第14回	秋のマルイビッグバザール	in	パシフィコ横浜 株式会社マルイ
http://www.0101.co.jp/

2（木）～6（月） 第16回	国際嗜癖医学会年次学術総会（ISAM	2014） 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/isam2014/

10（金）～12（日） 第7回	日本国際歯科大会 クインテッセンス出版株式会社
http://www.quint-j.co.jp/

10（金）～12（日） 第7回	ワールドデンタルショー 第7回 ワールドデンタルショー2014事務局
http://www.quint-j.co.jp/

12（日）～14（火） 第79回	日本泌尿器科学会東部総会 連絡事務局（株式会社コンベックス内）
TEL:03-3583-6676　http://ejua79.umin.jp/

15（水） 2014日本IE協会年次大会 日本インダストリアル・エンジニアリング協会（日本IE協会）
TEL:03-3400-8715　http://www.j-ie.com/

15（水）～17（金） Inter	Opto	2014／BioOpto	Japan2014／LaserTech2014／LED	JAPAN2014 株式会社ＩＣＳコンベンションデザイン
TEL：03-3219-3643　http://www.optojapan.jp/interopto/

17（金）～19（日） 第37回	日本高血圧学会総会 株式会社コングレ
TEL：03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/37jsh/

23（木）～24（金） 第45回	日本看護学会−急性期看護−学術集会 公益社団法人日本看護協会
http://www.nurse.or.jp/

29（水）～31（金） FPD	International	2014 FPD International 事務局
TEL：03-6811-8084　http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/

29（水）～31（金） Smart	City	Week	2014 Smart City Week 事務局
TEL：03-6811-8084　http://scw.nikkeibp.co.jp/

5（水）～7（金） 第73回	日本めまい平衡医学会総会・学術講演会 運営事務局（株式会社学会サービス内）
http://www.gakkai.co.jp/memai73/

6（木）～8（土） 第22回	インターナショナル・キルトウィーク横浜	2014 インターナショナル・キルトウイーク実行委員会 事務局
http://www.viq.com/iqw/iqw.html

7（金）～8（土） 第69回	日本大腸肛門病学会学術集会 第69回 日本大腸肛門病学会準備室

8（土） 2014～15年度	国際ロータリー第2590地区地区大会 国際ロータリー第2590地区

10（月）～12（水） 第62回	日本ウイルス学会学術集会 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
TEL：03-5940-2614

11（火）～12（水） ガスシフト21 ガスシフト21運営事務局（株式会社ナノオプト・メディア内）
http://www.f2ff.jp/gs/2013/

14（金）～15（土） 第68回	国立病院総合医学会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/nms68/

14（金）～16（日） 日本フラワーデザイン大賞2014 公益社団法人日本フラワーデザイナー協会
http://www.nfd.or.jp/

19（水）～21（金） Embedded	Technology	2014／組込み総合技術展 Embedded Technology事務局
http://www.jasa.or.jp/et/

20（木） 第52回	神奈川県立高等学校PTA連合会大会 神奈川県立高等学校ＰＴＡ連合会
TEL：045-432-5889　http://www.kanagawa-koupren.org/

25（火）～27（木） 第37回	日本分子生物学会年会 特定非営利活動法人　日本分子生物学会
http://www.aeplan.co.jp/mbsj2014/

4（木）～6（土） 第30回	NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 連絡事務局（株式会社コンベックス内）
TEL:03-3589-4422　http://jsnet2014.umin.jp/

10（水）～12（金） 2014	マイクロウェーブワークショップとマイクロウェーブ展 MWE2014事務局（株式会社リアルコミュニケーションズ内）
TEL：047-309-3616

11（木）～13（土） 日本放射線腫瘍学会	第27回学術大会 大会事務局（北里ライフサービス株式会社内）
TEL：042-778-8703　http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~jastro27/

20（土）～21（日） 第18回日本統合医療学会／一般社団法人日本アロマセラピー学会第17回学術総会 第18回日本統合医療学会運営事務局　TEL：03-3230-3597
一般社団法人日本アロマセラピー学会事務局　TEL：03-6447-0315

16（月）～19（木） Asia-ARVO	2015 Asia-ARVO事務局（株式会社メディプロデュース内）
TEL：03-5775-2075　http://www.mediproduce.jp/2015asia-arvo/

17（火）～19（木） SBJ21（第21回	スノーボードジャパン2015）	＆	SKI	EXPO	2015 ＳＢＪ事務局
www.snow-again.com/

5（木）～6（金） 中小企業家同友会全国協議会	第45回中小企業問題全国研究集会 神奈川県中小企業家同友会
TEL：045-316-2031　www.kanagawa.doyu.jp/
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PACIFICO News

海に浮かぶ、緑の屋根に時計台の洋館風建物……みなとみらいエリアの海の玄関「ぷかりさん橋」。
意外と知られていない利用法や、観光スポットとしての魅力をご紹介します。

みなとみらいの海の玄関、「ぷかりさん橋」の魅力をご紹介！

ぷかりさん橋の正式名称は「みなとみらい桟橋・海上旅客
ターミナル」。完成は1991年（平成3年）で、日本初の浮体
式ターミナルとしてオープンしました。広く親しまれている

「ぷかりさん橋」という通称は、全国公募で選ばれたもの。
緑の屋根が印象的な洋館は、実は「建物」ではなく、「船
舶」（係留船）として登録されています。実際に建物に
入ってみると、ゆらりゆらりと船に乗っているのが実感でき
ます。

「ぷかりさん橋」は、横浜駅〜みなとみら
い〜赤レンガ倉庫〜山下公園を結ぶ定
期船「シーバス」や、横浜港一周のク
ルーズ船をはじめとする多彩な観光船が
発着する、みなとみらいの海の玄関。発
着する船の大きさに合わせて、34メート
ルから70メートルまで4つの係留所があり
ます。また、個人所有のプレジャーボート
やヨットの係留もできるので、航海を楽し
んだ後にちょっと寄り道をして、みなとみら
いエリアで買い物や食事をする。そんな
楽しみ方ができるのも魅力です。

※係留には事前予約（有料）が必要です。ぷかり
さん橋事務所へお問い合わせ下さい

１階フロアには、観光船の発券所と
待合室があり、さん橋に続くウッド
デッキに置かれたベンチは、潮風に
吹かれながらのんびり横浜港の景色
を眺めるのに最適です。２階には海
上レストラン海鮮びすとろ「ピア21」
があり、パノラマの眺望を楽しみなが
らヨコハマグランド インターコンチネン
タルホテルのシェフが作る本格料理
を堪能できます。2014年2月16日（日）
まで「ウィンターイルミネーション2013」
も実施中。ぜひ足を運んで、みなとみ
らいの海辺の魅力を再発見してくだ
さい。

海にぷかりと浮く、船のターミナル

定期船や観光船が発着する、
乗り入れ航路

港街の魅力を再発見する、
観光スポット

問い合わせ先
ぷかりさん橋事務所
TEL：045-223-2121
FAX：045-663-5114
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パシフィコ横浜の玄関口「クイーンモール橋」から
「ぷかりさん橋」、横浜港を臨むデッキまでを、今年も
美しくライトアップしています。アイスブルーを基調とし
た光のイルミネーションは、見ているだけで心が落ち
着きます。また、さん橋とデッキを彩るイルミネーション
は光が海面に映り、きらめいて、いっそう幻想的に。
イルミネーションは、2月16日（日）のバレンタインデー過
ぎまで楽しめます。ベイブリッジや横浜港を見渡す、
美しい横浜の夜景とともに、魅力的な光の競演をお
楽しみください。

幻想的な光の競演を楽しもう！
ウィンターイルミネーション2013

2012年9月、横浜市はイスラエル国
テルアビブ・ヤッフォ市と共に、世界
の平和と発展に貢献することを目指
して交流協力声明を行いました。そ
の１周年を記念して、9月30日（月）
に駐日イスラエル国大使館より、同
国で平和の象徴とされるオリーブの
木が寄贈され、臨港パークに植樹さ
れました。式典にはルツ・カハノフ駐
日イスラエル国特命全権大使、林文
子横浜市長らが出席しました。

ストリートビューはGoogleが提供するマップ機
能のひとつです。マップで「パシフィコ横浜」を
検索し、地図上に黄色い人形の「ペグマン」を
かざすことで、施設内をご覧いただけます。施
設内の様子や
雰囲気などを
確認できます
ので、ぜひご
活用ください。

横浜市とテルアビブ・ヤッフォ市の友好を願い
臨港パークにオリーブの木を植樹しました。

Googleマップのストリートビューで
パシフィコ横浜の施設内が
ご覧いただけるようになりました。
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パシフィコ横浜では、2014年1月7日（火）の午前0時
から1月10日（金）の午前6時まで、「全館施設点検」
を実施いたします。

「全館施設点検」の実施にあたっては、右図のとお
り、当該エリアへの立入を制限させていただきます。
期間中は、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理
解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
詳細につきましては、弊社ホームページ（http://
www.pacifico.co.jp/）に掲載しておりますので、併
せてご確認ください。
※臨港パークへは北口から入退場できます

「全館施設点検に伴う立入制限」の実施について

全館施設点検の実施日時
2014年	 1月7日（火）午前0時から
	 1月10日（金）午前6時まで
問い合わせ先：045-221-2155（総合案内）
（平日9～17時、土・日・祝日・年末年始を除く）
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2012年に、16万6,000人の動員を記録したイベント、「ヨコハマ恐
竜展」が今夏、さらにバージョンアップして開催されます。今回は

「新説・恐竜の成長」をテーマに、世界的に有名な恐竜学者であ
り、映画『ジュラシック・パーク』の監修・映画の主人公のモデルと
して知られるジャック・ホーナー博士が企画・監修。「白亜紀の恐
竜のうち、3分の1以上が異なる種ではなく、ある恐竜の幼少期
に当たる」という博士によ
る新説を基に、「恐竜の
成長」の謎に迫ります。
2014年の夏はパシフィコ
横浜で、恐竜を体感して
ください！

ヨコハマ恐竜展 2014 ～新説・恐竜の成長～
The Growth and Behavior of Dinosaurs

あの感動が再び！ ヨコハマ恐竜展 2014開催決定

日時：2014年7月16日（水）～8月28日（木）10時～17時
会場：パシフィコ横浜	展示ホールA
主催：ヨコハマ恐竜展2014実行委員会
	 （神奈川新聞社、パシフィコ横浜、横浜アーチスト）
TEL：045-664-6610		（事務局：横浜アーチスト内）
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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

MARK IS
みなとみらい

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

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

編集発行／株式会社横浜国際平和会議場
2014年1月1日発行（季刊・年4回）

制作／株式会社ブーン　表紙／河田久雄

今号の表紙『PACIFICO』Vol.63

今号の表紙は新年の幕開けをイメージして、海上から見た
日の出を迎えるパシフィコ横浜と周辺の景色を描いていま
す。海上からの景色は建物を大きさや建築美を再確認でき
ます。パシフィコ横浜の東側にある、海上旅客ターミナル・
ぷかりさん橋から観光船や定期船に乗れば、みなとみらい
地区の建物や行き交う船をパノラマで楽しめますので、ぜひ
ご利用ください。

海上から見た朝焼けに染まる
パシフィコ横浜


