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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�
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開催日� 催事名� 内容� 連絡先�
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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。�

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8日（水）～13日（月） 会議センター�

第8回 IUMRS先進材料国際会議�

IUMRS-ICAM2003では、物質・材料

の応用、特に、ナノテク、IT、環境に

焦点を当て、地球環境との調和や、限

りある資源の有効利用、持続発展可能

な循環社会の構築の基礎となる先進材

料の最近の開発研究および応用の分

野における発展についての研究成果の発表と意見交換を行います。�

先進のデジタル技術が創り出すオーディオ&ビジュ

アルの世界は、リビングをホームシアターに、

車内を高品位で快適な移動空間へと進化させま

した。目で視て耳で聴いて、ハードとソフトが一

体となって生み出す新たな感動。Ａ＆Ｖのという

よりも、まさに新時代のエンターテインメントを

体感できます。�

デビューして25周年のANRI。リ・アレンジ・

ベストアルバム「R134オーシャン・ディライツ」

発表にあわせてのコンサート開催です。しか

もタイトルが「ワン・ナイト・スペシャル」。

つまり、このコンサートはパシフィコ横浜だけ

ということ！湘南のR134と銘打つだけあって

ANRIは横浜が似合います。�

手作りのぬくもりと創造性で日本にも多くの愛好

家がいるキルト。ファンならずとも必見です。コ

ンテスト入賞作品はじめ、赤毛のアンの島、プ

リンスエドワード島のキルト、韓国のヌビ・ポジャ

ギ、ニューヨークの現代キルト、グループ・サー

クル展等テーマ別作品展示もあり、あなたが持っ

ている感性も刺激されるはず。�

生化学といって分からなければバイオが近い意

味かもしれません。いずれにせよ生化学は、生

命科学の中核となる学問で、ポストゲノム時代、

ナノテクノロジー時代の21世紀ではますます重

要性が高くなっているそうです。この大会は若

い生化学者の発表の場も多く、国内外から多く

の研究者、関連企業が集います。�

工業分野を中心として発展してきた

画像処理技術は、遠隔監視、バー

チャルリアリティ、携帯電話での立

体表示など、今では私たちにも身近

なものとなりました。この展示会は、

画像処理関連機器の展示会としては世界最大規模のもの。まさに画

像処理技術の今、そして明日が見える展示会です。�

何とも楽しそうなイベントです。国内外の楽器メー

カーから、アコースティック楽器、電気楽器、

デジタル楽器など、楽器や関連商品が大集合。

もちろん見るだけでなく試奏もできます。プロミュー

ジシャンのミニライブ、サイン会等もあり、クラシッ

ク派もロック派もジャズ派も、音楽好きなら参加

しましょう。�

臨床薬理学とは簡単にいえば、薬が病気にどう

効くのかを研究する学問。今回の学会では特に

「近年のヒトゲノム解析により個々の遺伝的背

景を知ることで、薬の作用の固体差を明らかにし、

その人の病気の状態に最適な薬による治療を可

能にする」研究をはじめ、最新の研究成果が

発表されます。�

　　　 お問合せ：横浜国立大学大学院環境情報研究院　鈴木淳史�

電話番号：045-339-4305  FAX：045-339-4305  http://www.mrs-j.org/ICAM2003

10月11日（土） 国立大ホール�

ANRI ONE NIGHT SPECIAL CONCERT ～R134 OCEAN DeLIGHTS～�

　　　 お問合せ：ケーエムミュージック　電話番号：045-201-9999�

17：00開場・18：00開演　全席指定 6,500円（消費税込）http://www.kmmusic.co.jp

10月15日（水）～18日（土） 会議センター・展示ホール・アネックスホール�

第76回 日本生化学会大会�

　　　 お問合せ：第76回 日本生化学会大会事務局　電話番号：06-6873-2301　

FAX：06-6873-2300　http://edpex104.bcasj.or.jp/jbs2003/

10月23日（木）～26日（日） 展示ホール・アネックスホール�

2003 楽器フェア�

　　　 お問合せ：日本楽器フェア協会　電話番号：03-3865-9615�

FAX：03-3865-9352　http://www.musicfair.jp/

10月23日（木）～26日（日） 展示ホール�

A&Vフェスタ 2003

　　　 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

11月20日（木）～22日（土） 展示ホール�

インターナショナル・キルトウィーク�

　　　 お問合せ：株式会社パッチワーク通信社　電話番号：03-3816-5529�

FAX：03-3816-4467　http://www.viq.com

12月3日（水）～5日（金） 展示ホール・アネックスホール�

'03 国際画像機器展�

　　　 お問合せ：株式会社精機通信社　電話番号：03-3367-0571�

FAX：03-3368-1519　http://seiki-tsushin.com/ite/

12月11日（木）～13日（土） 会議センター�

第24回 日本臨床薬理学会年会�

　　　 お問合せ：昭和大学　医学部　薬理学教室　電話番号：03-3784-8128�

FAX：03-3784-8129 　http://www.mtz.co.jp/jscpt2003/

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

10.2（木）�
�
～10.5（日）�

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

10.3（金）�
�
～10.5（日）�

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

10.4（土）�
�
～10.5（日）�

国際光触媒技術シンポジウム 2003
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500人�
有料 21,000円（税込）�

10.6（月）�

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

10.6（月）�
�
～10.7（火）�

第8回 IUMRS先進材料国際会議�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000人�
有料 一般82,000円、学生45,000円、会員72,000円�

10.8（水）�
�
～10.13（月）�

グリーンプロジェクト展�
参加対象：一般公開　来場者数：18,000人�
無料�
�

10.9（木）�
�
～10.11（土）�

保育と福祉環境展�
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人�
無料�

10.9（木）�
�
～10.11（土）�

ビソーニ共同企画･三井物産ファミリーセール�
特選品秋のビソ－ニスーパーバザール�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：5,000人　無料�

10.10（金）�
�
～10.11（土）�

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

10.10（金）�
�
～10.12（日）�

参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：150人�
有料�

10.12（日）�
�

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

10.15（水）�
�
～10.18（土）�

ミキハウス ランド イン 横浜�
参加対象：招待者ならびに一般公開　来場者数：10,000人�
無料�

10.18（土）�
�
～10.19（日）�

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

10.19（日）�

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

10.19（日）�

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

10.19（日）�
�
～10.23（木）�

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

10.23（木）�

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

10.23（木）�
�
～10.26（日）�

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

10.23（木）�
�
～10.26（日）

�
� 第42回 日本臨床細胞学会秋期大会�

参加対象：関係者のみ（一般講座のみ一般公開）　来場者数：3,000人�
有料（学会員）、一般公開講座は無料 事前登録：10,000円 当日登録：11,000円�

10.25（土）�
�
～10.26（日）

�
� FPD International 2003

参加対象：一般公開　来場者数：45,000人�
有料 2,000円（事前登録により無料）�

10.29（水）�
�
～10.31（金）

�
� 第4回 横浜骨董ワールド�

参加対象：一般公開　来場者数：12,000人�
有料 1,000円�

11.1（土）�
�
～11.3（月）�

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

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

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

Nutrition Week2003と称し栄養関連の
学術集会を開催�

株式会社メディカル東友�
TEL : 046-220-1705　FAX : 046-220-1706�
http://www.mtz.co.jp/capd9/�
�

CAPDの新たな夢の実現に向けて！�

E.J.クラウス&アソシエート日本支社�
TEL : 03-5212-7071　FAX : 03-5212-6091�
http://www.iptc-expo.com�
�

産官学が一体となった"光触媒産業化"に
向けた様々な取組みについて最新の動向
をご紹介していきます�

社団法人未踏科学技術協会�
TEL : 03-3503-4681　FAX : 03-3597-0535�
http://www.sntt.or.jp/eco/

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

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

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

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

10.8（水）�
�
～10.9（木）�

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

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

グリーンプロジェクト展実行委員会事務局（システム開発研究会内）�
TEL : 03-3837-5741　FAX : 03-3837-5743�
http://member.nifty.ne.jp/GREEN-BUSINESS/

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

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

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

株式会社ビソーニ�
TEL : 03-3784-7000　FAX : 03-3784-7302�
�

婦人服、紳士服、宝飾、雑貨等の顧客に
対しての展示即売会�

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

北海道・旭川で生産された木製家具の展示会�

株式会社メディカ出版�
TEL : 06-6385-1807　FAX : 06-6385-6873�
�

看護研修会�

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

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

株式会社ミキハウストレード�
TEL : 0729-20-2088　FAX : 0729-20-2001�
�

半年に一度のアミューズメントバザール！�

ロバート・キヨサキ氏 来日記念講演 あなたは金持ちへの道を選ぶことが出来る！�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：5,000人�
有料 3F自由席9,000円、2F自由席13,000円、1F指定席18,000円、VIP席48,000円�

10.16（木）�
�

有限会社ジェームス事務所�
TEL : 03-3537-7850　FAX : 03-3537-7833�
http://www.jamesskinner.com/�
�

大ベストセラー『金持ち父さん 貧乏父さん』
著者による来日記念講演�

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

平成15年度秋期情報処理技術者試験実施�

エコー・ウォーカソン実行委員会事務局�
TEL : 03-3545-0084　FAX : 03-3545-5155�
http://www.walkathon.jp

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

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

通信エネルギーや電子・IT機用電源に関
する論文発表と製品展示会�

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

表彰・講演等�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JISE環境フォーラム�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：400人�
無料�

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

緑の復元と創造と題して、身近な自然の
復元と回復について討論します�

メディカ出版 看護セミナー�

参加対象：一般公開　来場者数：4,000人　有料 全席指定6,500円（税込）�
10.11（土）�
�

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

ANRIデビュー25周年のスペシャルライブ�ANRI ONE NIGHT SPECIAL CONCERT�
～R134 OCEAN DeLIGHTS～�



松浦亜弥コンサート 2003秋 ～あややヒットパレード！～�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：8,600人（2回講演）�
有料 6,300円�

オデッセー�

TEL : 03-3796-9999�
http://www.ody-net.com

松浦亜弥によるコンサート�

国�

convention calendar
11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�
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県民集会『持続可能な社会「かながわ」を目指して』�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人�
無料�

11.4（火）�
神奈川県環境農政部環境計画課�
TEL : 045-210-4065　FAX : 045-210-8845

「新アジェンダ21かながわ（仮称）」を広
く県民に周知するための集会�

ITTO理事会�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：200人　�
無料�

11.2（日）�
�
～11.8（土）�

国際熱帯木材機関�
TEL : 045-223-1110　FAX : 045-223-1111�
http://www.itto.or.jp/

理事会�

会�
「ブライアン・セッツァー・オーケストラ」JAPAN TOUR 2003
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人�
有料 全席指定6,800円�

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

コンサート�

国�

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

11.5（水）�
�
～11.6（木）�

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

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

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

11.6（木）�
�
～11.8（土）�

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

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

第23回 関東甲信越地区看護研究学会�
参加対象：看護職者及び看護学生　来場者数：3,600人�
有料 6,500円　看護学生2,000円�

11.7（金）�
�
～11.8（土）�

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

関東甲信越地区看護職による看護の発
展と住民サービス向上を目的とした研究
発表�

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

11.8（土）�
�
～11.9（日）�

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

歯科用インプラントの国際会議�
主にFBRインプラントについて�

Embedded Technology 2003／組込み総合技術展�
参加対象：一般公開　来場者数：15,000人�
有料 1,000円�
�

11.12（水）�
�
～11.14（金）�

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

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

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

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

県下JAの組合員、役職員が集まり、意志
の結集を計る�

会�

会�

会�国�

丸井ウィンターバザール in パシフィコ横浜�
参加対象：招待者のみ　来場者数：60,000人�
無料�

11.6（木）�
�
～11.9（日）�

株式会社丸井�
TEL : 03-3384-0101

レディス・メンズファッション、靴・鞄・雑貨、
時計、ジュエリー、インテリア等のお買得
な催し物� 展�

会�

ア�展� 会�

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

�
11.15（土）�

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

医療関係者向けの呼吸管理に関するレ
クチャー�

会�
第11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：500人�
有料 15,000円�

�
11.15（土）�

日本小児集中治療研究会事務局�
（有限会社プロメド・コミュニケーションズ内）�
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�

霊友会 恩師久保角太郎先生 六十回忌法要�
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人�
無料�

�
11.18（火）�

いんなあとりっぷの霊友会本部事務局�
TEL : 03-5473-9606　FAX : 03-5473-9608�
http://www.reiyukai.info

霊友会創設者法要�

国�

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

11.17（月）�
�
～11.19（水）�

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

医学学会�

会�

第51回 日本職業・災害医学会総会・学術大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人�
有料 医師10,000円、その他3,000円（予定）�

11.19（水）�
�
～11.20（木）�

労働福祉事業団　横浜労災病院内　第51回日本職業・災害医学会総会・学術大会�
TEL : 045-474-8111　FAX : 045-474-8323�
http://www.pmet.or.jp/̃jomt2003/

学術大会�

ア�

ビルメンヒューマンフェア '03
参加対象：一般公開　来場者数：20,000人�
無料 一部有料（テーマ別分科会）�

11.18（火）�
�
～11.19（水）�

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

「清掃のプロが2年に1度開催するビルメンテナンス業の最大イベント」
清掃関係の総合資機材展・ビルクリーニングの日本一を競う技能競技会、
業務改善事例発表等　タイムサービスにより携帯ストラッププレゼント� 展�

AIR SUPPLY JAPAN TOUR 2003
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,000人�
有料 7,500円�

11.20（木）�
キョードー横浜�
TEL : 045-671-9911

コンサート�

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

11.20（木）�
�
～11.22（土）�

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

国内外のキルト作品の展示、キルトコン
テスト、講習会、見本市、物品販売�

展�
デジタルプロセスセミナー�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人�
無料�

11.21（金）�
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殿の講演ならびに
パネルディスカッション�

会�
平成15年度 ハマふれんど“ゆめ”コンサート�
参加対象：ハマふれんど会員とその家族　来場者数：9,000人（2回公演）�
無料　�

11.22（土）�
財団法人横浜市勤労福祉財団�
TEL : 045-662-4435　FAX : 045-224-5868�
http://www.city.yokohama.jp/me/kinzai/hmfriend/

表彰式及び由紀さおり・安田祥子コンサート�

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

11.22（土）�
�
～11.23（日）�

大和市立病院臨床検査科�
TEL : 046-260-0111　FAX : 046-260-3371�
http://www.jinringi.or.jp

「感染症撲滅への挑戦」と題して、最新
の医学検査の進歩状況を発表する学会�

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

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

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

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

11.26（水）�
�
～11.28（金）�

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

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

第16回 日本外科感染症学会学術集会�
ICD制度協議会 ICD講習会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人　有料�

11.27（木）�
株式会社学会サービス�
TEL : 03-3496-6950　FAX : 03-3496-2150�
http://www.jssi16.org/

ICD制度協議会ICD講習会�

参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500人�
有料 会員7,000円　非会員10,000円 

11.15（土）�
�
～11.16（日）�

日本腎不全看護学会�
TEL : 045-253-1532　FAX : 045-253-1527�
http://www11.ocn.ne.jp/̃jann1�
�

教育講演、特別講演、一般演題、ワーク
ショップ�

会�

第6回 日本腎不全看護学会学術集会総会�

月�

11

RadTech Asia '03
参加対象：一般公開　来場者数：600人�
有料 90,000円�

12.9（火）�
�
～12.12（金）�

株式会社アイシーエス企画�
TEL : 03-3263-6474　FAX : 03-3263-7537�
http://www.radtechjapan.org/asia03-e/

UV,EB硬化技術と産業の現状や話題に
関する国際会議及び展示会�

Internet Week 2003
参加対象：一般公開 事前申込要（9月下旬から）　来場者数：3,000人　�
料金：未定（詳しくは公式Webサイトをご覧下さい）�

12.2（火）�
�
～12.5（金）�

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

インターネットに関する技術の研究・開
発・構築・運用・サービスにかかわる人々
の為の会議� 会�

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

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

2003年度PM賞受賞企業・事業所・個人
に対する表彰・受賞式�

会�

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

12.3（水）�
�
～12.5（金）�

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

画像処理関連機器の総合展示会。画像処
理技術を応用したあらゆる製品が一堂に会
します。　�

ア�

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

12.13（土）�
�
～12.14（日）�

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

釣りの一分野であるフライフィッシングの
展示会�

展�

ア�展�

展�会�

ア�展�

会�

会�

地球汚染グローバルサミット�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：900人�
無料�

12.14（日）�
�
～12.15（月）�

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

地球汚染の根本的解決の為の討議・研
究発表�

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

12.15（月）�
�
～12.17（水）�

東京大学　医科学研究所�
TEL : 03-5449-5615　FAX : 03-5449-5442�
http://giw.ims.u-tokyo.ac.jp/giw2003/

バイオインフォマティクスに関する国際
会議�

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

12.19（金）�
�
～12.20（土）�

東海大学　医学部　基盤診療学系再生医療科学�
TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-91-6235�
http://www2.convention.co.jp/jshct26/

共存の医学　協調の医療�

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

�
12.21（日）�
�

国際交流基金　公演課�
TEL : 03-5562-3530　FAX : 03-5562-3500�
http://www.jasean.jpf.go.jp�
�

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

国�
「六本木男声合唱団」クリスマスディナーショー�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人�
有料 34,000円�

�
12.22（月）�
�

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル�
TEL : 045-223-2266　FAX : 045-223-2292�
http://www.interconti.co.jp

ホテル主催のディナーショー�

クリスタル・ケイ コンサート�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,500人�
有料 全席指定4,500円�

12.24（水）�
�
～12.25（木）�

ケーエムミュージック�
TEL : 045-201-9999

Crystal Kay Live

国�
第7回 横浜リセールショウ 2004冬�
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人�
有料 300円�

1.10（土）�
�
～1.11（日）�

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�

トライボロジー研究会 第15回 講演会�
参加対象：招待者のみ　来場者数：210人�
無料　�

1.23（金）�
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�

展�
参加対象：一般公開　来場者数：15,000人�
無料�

1.10（土）�
�
～1.12（月）�

株式会社ミナミ�
TEL : 03-5209-7515　FAX : 03-3252-1175�
http://www.minami.co.jp

スポーツ用品全般の物販�ミナミウィンタースポーツバーゲン（仮称）�

第24回 日本臨床薬理学会年会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人�
有料 10,000円�

12.11（木）�
�
～12.13（土）�

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

臨床薬理学に関するシンポジウム、講演
会等�

会�

第40回 横浜デンタルショー�
参加対象：関係者（一部一般公開）　来場者数：10,000人�
無料　�

1.11（日）�
�
～1.12（月）�

社団法人横浜市歯科医師会�
TEL : 045-681-1553　FAX : 045-212-4618

歯科関連講演会・歯科関連機器材展示�

ASP-DAC 2004
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人�
有料　�

1.26（月）�
�
～1.30（金）�

日本エレクトロニクスショー協会�
TEL : 03-5402-7601　FAX : 03-5402-7605

LSIとシステムの設計技術に関する国際
会議�

会�

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。�学会・会議・シンポジウム� 大会・式典・その他� 展  示  会� イベント・コンサート� pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。�学会・会議・シンポジウム� 大会・式典・その他� 展  示  会� イベント・コンサート�

11.30（日）�

国�
ビルメンテナンス青年部全国大会 IN神奈川�
参加対象：関係者のみ　来場者数：400人�
有料 20,000円�

11.20（木）�
社団法人神奈川ビルメンテナンス協会　青年部　　　�
TEL : 045-641-2802　FAX : 045-641-0389�
http://www.kanagawa-bma.or.jp/

ビルメンテナンス業に携わる青年による
全国大会�

会�

会�

国�

展�

よこはま国際子ども食料会議�
参加対象：横浜市の小中学生、教育関係者、保護者、NGO等�
来場者数：1,400人　料金：未定�

11.28（金）�
横浜国際機関協力会�
TEL : 045-223-2221�　FAX : 045-223-2211�
http://www.fao.or.jp

横浜市の小・中学生（小6～中３）を中心
に世界の食料問題について考える会議
とサイドイベント�

pick up!

pick up!

第8回 日本生殖内分泌学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人�
有料 3,000円（予定）�

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

特別講演、ランチョンセミナー、シンポジ
ウム、及び一般演題�

会�
第36回 神奈川県消化器病医学会総会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：150人�
有料 500円�

東海大学　医学部�

TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-93-2659�
�

医学会�

11.29（土）�
ア�

ホットロッドカスタムショー 2003
参加対象：一般公開　来場者数：6,000人�
有料 3,500円�

ムーンオブジャパン�

TEL : 045-243-5959　FAX : 045-253-9448
カスタムカーの展示及びMOONEYESオ
リジナル商品の販売、ライブミュージック�

11.29（土）�
�
～11.30（日）� 展�

会�

月�

1

月�

12

展�

pick up!

クールブレーカーカスタムサイクルショー�
参加対象：一般公開　来場者数：6,000人�
有料 2,000円�

11.2（日）�
�
～11.3（月）�

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

H.Dカスタムモーターサイクルショー�

月�

11
開催日� 催事名� 内容� 連絡先�

Electronic Design and Solution Fair 2004
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人�
無料�

1.29（木）�
�
～1.30（金）�

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�

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。�

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。�

電機連合 第90回 中央委員会�
参加対象：関係者のみ  来場者数：4,000人�
無料�

1.29（木）�
�
～1.30（金）�

電機連合�
TEL : 03-3455-6911　FAX : 03-3452-5406�
�

2004年春闘方針の決定、他�

国�

展�

かながわ技能フェスティバル�
参加対象：一般公開 一部事前申込要　来場者数：4,000人�
一部有料 材料費300円～1,000円�

神奈川県商工労働部産業人材課技能振興班�
TEL : 045-210-5718　FAX : 045-201-6952

第35回技能コンクール（実技・表彰・チャ
リティセール等）と、小学生を対象としたも
のづくり体験教室�

11.2（日）�



パシフィコ横浜で開催された催物をご紹介します。�

close up event
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2月� 3月�

convention calendar ・・・国立大ホール�国�・・・会議センター�会�
・・・展示ホール�展� ア�・・・アネックスホール�

開催日� 催事名� 内容� 連絡先�

世界獣医学大会横浜記念大会・平成15年度 学会年次大会（横浜）�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,500人�
有料 事前登録8,000円、当日登録12,000円（市民公開講座：一般市民無料）�

2.10（火）�
�
～2.12（木）�

社団法人横浜市獣医師会�
TEL : 045-751-5032　FAX : 045-752-1014�
�

獣医学について注目を集めているテー
マによる特別講演、シンポジウム、教育
講演、一般口演の開催�

震災対策技術展 2004
参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人�
有料 1,000円  

2.5（木）�
�
～2.6（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�
�

地震対策関係者が一堂に会する日本唯
一の国際技術見本市、シンポジウム�

霊友会 恩師小谷喜美先生三十四回忌法要�
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人�
無料�

2.9（月）�
霊友会 本部事務局�
TEL : 03-5473-9606　FAX : 03-5473-9608�
http://www.reiyukai.info�
�

初代会長法要�

国�

第9回 NECブリッジフェスティバル�
参加対象：一般公開（見学自由）　来場者数：2,000人�
無料�

2.10（火）�
�
～2.15（日）�

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�

ア�
SBJ10（第10回 スノーボードジャパン）�
参加対象：招待者のみ　来場者数：25,000人�
無料�

2.18（水）�
�
～2.20（金）�

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

スノーボード関連のビジネストレードショー�

展�
第19回 日本環境感染学会総会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人�
有料 8,000円�
�

2.20（金）�
�
～2.21（土）�

株式会社コングレ　�
TEL : 03-5216-5303　FAX : 03-5216-5552�
�

医学学術会議�

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�

2.22（日）�
JKC神奈川ブロック協議会�
TEL : 045-766-7626　FAX : 044-755-9595�
�

ドッグショー�

展�
第28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 事前申込要　来場者数：4,500人�
有料（一部無料） 22,000～84,000円�

2.23（月）�
�
～2.25（水）�

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�
�

今後の方向性を探る講演会、シンポジウ
ム、パーティー、展示会、接客コンテスト
他�

2004 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：3,000人�
料金：未定�

2.25（水）�
�
～2.27（金）�

社団法人日本能率協会�
TEL : 03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447�
http://www.jma.or.jp

企業の生産革新事例の発表と生産戦略
についての講演会�

日経就職フォーラム�
参加対象：就職希望の学生のみ　来場者数：6,000人�
無料�

3.2（火）�
�
～3.3（水）�

日経就職フォーラム事務局�
TEL : 045-650-2834�
http://job.disc.co.jp/forum/

大学･専門･短大生対象（新卒のみ）�
就職合同企業説明会�

展�
ワールドホビーフェスティバル横浜10＆コミックワールド横浜�
参加対象：一般公開　来場者数：2,500人�
有料 700円�

3.14（日）�
エスイー株式会社�
TEL : 044-755-8898　FAX : 044-755-7530�
http://whf-jp.com/

同人誌・玩具・ガレージキットの展示即売会�

平成15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：3,000人�
無料 

3.17（水）�
横浜アーチスト�
TEL : 045-681-2255　FAX : 045-681-3735�
�

卒業式�

GEISAI－5
参加対象：一般公開　来場者数：3,500人�
有料 1,500円�

3.21（日）�
有限会社カイカイキキ�
TEL : 048-456-2548　FAX : 048-456-2535�
http://www.geisai.net

アート作品の展示販売、審査を行い、審
査の発表などをおこなう�

展�
2003年度 関東学院大学卒業式・学位授与式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人�
無料�

3.24（水）�
関東学院大学�
TEL : 045-786-7002　FAX : 045-786-7038�
�

卒業式の実施�

国�
平成15年 度神奈川大学卒業式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人�
無料�

3.25（木）�
学校法人神奈川大学�
TEL : 045-481-5661　FAX : 045-491-7915�
http://www.kanagawa-u.ac.jp�
�

卒業式�

参加対象：関係者のみ　来場者数：1,500人�
無料�

3.18（木）�
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�

平成15年度 横浜商科大学卒業式･学位授与式�

会�

展�

学会・会議・シンポジウム� 大会・式典・その他� 展  示  会� イベント・コンサート�

月�

3

会�

国�会�

国�

会�国�

会�ア�展�

会�

ア�展�

ア�展�

国�

コミックワールド横浜 27
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人�
有料 600円�

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

画材及び同人誌の展示即売会�

ア�
神奈川自衛隊音楽まつり 2004
参加対象：招待者及び一部一般公開 事前申込要　来場者数：4,300人�
無料�

2.1（日）�
自衛隊神奈川地方連絡部　広報室�
TEL : 045-335-1151（内）423　FAX : 045-331-4989

自衛隊音楽隊等による音楽演奏及び入
隊予定者激励会�

第25回 SCCJセミナー�
参加対象：関係者のみ　来場者数：400人�
有料 12,000円�

2.3（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�
HRD JAPAN 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：約1,000人�
料金：未定（昨年実績では3日間JMA会員外110,000円／人）�

2.3（火）�
�
～2.6（金）�

社団法人日本能率協会　経営・人材革新事業本部内　HRD JAPAN事務局�
TEL : 03-3434-1955　FAX : 03-3434-6447�
http://school.jma.or.jp/

人事・人材開発分野の最新動向の情報
収集・相互交流の場として開催しており
ます�

日経就職フォーラム�
参加対象：就職希望の学生のみ　来場者数：6,000人�
無料　�

2.4（水）�
�
～2.5（木）�

日経就職フォーラム事務局�
TEL : 045-650-2834�
http://job.disc.co.jp/forum/

大学･専門･短大生対象（新卒のみ）�
就職合同企業説明会�

展�
テクニカルショウヨコハマ 2004（第25回 工業技術見本市）�
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人�
無料�

2.4（水）�
�
～2.6（金）�

社団法人神奈川県産業貿易振興協会�
TEL : 045-671-7058　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�

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。�

月�

2

子供も大人もおもちゃが大好きなんだ!

いろいろなおもちゃで遊ぼう！！�

おもちゃみらい博�
2003.7.31   8.3　展示ホール・アネックスホール�

今年の夏、とびっきり元気なイベントが開催されました。�

さぁ、おもちゃでチャチャチャ!

第10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：1,000人　有料 5,000円～�

2.4（水）�
�
～2.6（金）�

社団法人溶接学会�
TEL : 03-3253-0488　FAX : 03-3253-3059�
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/Mate2004.html

国内シンポジウム�

会�

展示ホールの会場は、朝から親子連れで賑わっています。そう、

お目当ては「おもちゃみらい博」オープニングセレモニーの“キャ

ラクター大集合”。TV、ゲーム、アニメ、映画などで人気の 22

のキャラクターが勢揃いしておもちゃみらい博の開幕を祝いました。

このイベントは、日本玩具協会が「おもちゃが子供達の夢を育み、

希望にあふれる未来を創っていく」ことを願って開催するもの。こ

れだけのキャラクターが一堂に会するのは、おもちゃみらい博ならで

はといえるでしょう。それだけに国内の主な玩具メーカーが出展し、

その数42社、出展されたおもちゃの数25,000点、来場者は約15

万人（4日間）と、日本最大規模のおもちゃのイベントです。各

社の展示から伺えたのは、一口におもちゃといっても大きく4パター

ンに分けられることです。ひとつは、現代ならではのコンピュータ技

術を駆使した『ハイテクおもちゃ』です。それも単なるゲームとい

うのではなく、人の呼ぶ声にしぐさで応える縫いぐるみなどの“癒し”

おもちゃや、気軽に楽器演奏ができたりテレビにつないでリアルな

スポーツが楽しめたりする“体感”おもちゃ、更には、電子部品

を使ったロボットの“自作”キットなどもあり、子供だけでなく大人

も楽しめるエンターテインメントになっていました。そして子供達に

大人気の『キャラクターおもちゃ』。これは、おままごとセットには

じまり、着せ替え人形、縫いぐるみ、電動おもちゃ、ジグソーパズル、

文字や数などを覚える知育玩具、ファンシーグッズ等…キャラクター

によって、女の子向け・男の子向け、小さい子向け・大きい子向

け…と多種多彩です。「おっ」と目を引いたのがベーゴマやメンコ

などの懐かしいおもちゃを現代風にアレンジした、『リニューアルお

もちゃ』。これらは現代の子供達にも人気が高いようです。最後は、

現代版双六として定着した人気のボードゲーム、ミニカー、組立ブ

ロック、乳幼児向け乗用玩具等の『定番おもちゃ』。このような楽

しいおもちゃでいっぱいの会場には、トレーディングカードゲームに

目を輝かせ遊んでいるお父さんもいました。おもちゃには、大人を

も引きつける力があるのでしょう。子供達に付き添ってきたお母さん

お父さんも、いつのまにか自分のお気に入りのおもちゃを見つけ、

童心に帰って遊びはじめる、そんな楽しいイベントでした。�

キャラクターが勢揃いした開会式には、中田宏横浜市長やテレビでもお馴染みの北原照久氏らが出席（左）。雨続きの夏休みなだけに、会場内には子供たちの“遊び”パワーが爆発していました。�



パシフィコ横浜。最新情報！�

【JR線】�
桜木町駅から徒歩12分　バスまたはタクシー利用5分�
�
【駐車場】�
首都高速横羽線みなとみらいランプ約1分�
みなとみらい公共駐車場　1,200台（普通車）　24時間利用可　260円／30分�
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〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1�
TEL 045-221-2155（総合案内）�
TEL 045-221-2166（交通案内）�

2003年10月1日発刊（季刊・年4回）�

アクティブ ひゅーまん ライフ 2003 開催終了　�

介助犬ユーザー実演� 会場全体風景�オープニングセレモニー�

社団法人かながわ福祉サービス振興会、社会福祉法人横浜市リハビリ

テーション事業団、パシフィコ横浜が組織委員会を結成し、7月4日（金）

～6日（日）まで開催されたアクティブひゅーまんライフ2003「福祉を支え

る技術とサービス、高齢者・障害者の元気な笑顔」は、3日間約9,000人

の来場者を動員し、無事に終了することができました。電動車いす等の

企業出展製品を利用した試乗や、介助器具・介助犬・介助ロボットのデ

モに多くの高齢者・障害者・健常者の皆様が楽しまれている姿が印象

的だったこの展示会は、�

●これからの福祉と医療のあり方を考える�

●福祉・介護・リハビリテーションの取り巻く産業の活性化の推進�

●福祉・介護関連の商品やサービスの充実と質の確保�

●製品の利用者と提供者の相互理解の場�

以上4項目を目的として開催しました。�

そしてこの展示会を通して「与えられる受け身の福祉から、自分にあった

サービスや商品を選ぶ＜自立と選択＞の社会」を確立することを目指

しています。そこには「高齢者や障害のある人たちが前向きになり＜生

きる力＞を持つことができるように」という願いがあります。�

「選択する」ためには多様な選択肢とともに、どんなサービスや商品が

あるのかを情報発信する場が必要になってきます。その情報発信の場

が「アクティブひゅーまんライフ」です。�

開会式では、中田横浜市長より「是非、今後も横浜から発信し続けて欲

しい」との力強いご祝辞をいただきました。�

高齢者や障害のある人たちが生活の質を高めるサービスや商品の情

報を得て、利用すれば、障害があろうとも彼らの人生はよりアクティブに

なります。企業や民間団体が様々な情報を発信し、また、利用者あるい

は他団体と評価しあって情報を交換していくことで、新しいサービスや

商品が作られ、福祉の技術やサービスが向上していくと考えております。�

来年は、アクティブひゅーまんライフ2004として7/1（木）～3（土）に開催

が決定しました。�

これからの医療と福祉を考える機会を創出し、福祉・介護産業の活性

化につなげられるよう一層努力してまいりますのでどうぞご期待ください。�

お問合せ先：アクティブ ひゅーまんライフ 運営事務局（アイシーエス企画内）�
TEL：03-3263-0103

表紙：おもちゃみらい博�

横浜高速鉄道みなとみらい線の開業日が2004年2月1日（日）に決まりました。�

みなとみらい線は、東急東横線との相互直通運転により「元町・中華街駅（山下公園）」から「渋谷駅」を

約37分（特急）で結びます。パシフィコ横浜へは最寄の「みなとみらい駅」から徒歩3分。東京方面からの

アクセスが一段と便利になります。�

横浜駅�
新高島駅�

みなとみらい駅�

馬車道駅�

日本大通り駅�
（県庁・大さん橋）�

元町・中華街駅�
（山下公園）�

みなとみらい線 2004年2月1日 開業決定！�

みなとみらい線�

みなとみらい駅イメージ図�
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