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市民公開講座 どなたでもご参加いただけます
（事前申し込み不要、参加費無料）

日　時：	 5月16日（土）　14:00～16:00
テーマ：	「健康寿命の延伸」
講演者：	中村丁次（神奈川県立保健福祉大学）
	 宮地元彦（(独)国立健康・栄養研究所）
	 熊谷	修（人間総合科学大学）

第12回 アジア栄養学会議/
第69回 日本栄養・食糧学会大会

12th Asian Congress of Nutrition

第12回	アジア栄養学会議／
第69回	日本栄養・食糧学会大会

2015年5日14日(木)～5月18日(月)
 下記ホームページ参照
 事務局(株式会社ICSコンベンションデザイン内)	
 03-3219-3541		  http://nodaiweb.university.jp/69th-eishoku/

展示ホール

アジアの栄養問題の解決を目指し
栄養科学･食糧科学の専門家が集結

『アジア栄養学会議』は、アジア地域の18か国が加盟するア
ジア栄養学会連盟が４年に１度開催する国際会議。世界で
は、発展途上国での飢餓や栄養不足が問題になる一方、
先進国では栄養過多による生活習慣病も増加しています。
そんな中、栄養学への期待は世界的に大きなものとなってき
ました。この会議では、世界中から栄養科学と食糧科学の
専門家が集い、｢基礎栄養学｣と｢実践栄養学｣を中心に討
議や講演会を実施。栄養と食品に関する問題を解決し、ア
ジアの人々の健康福祉や、生活の質の向上に貢献していく
ことを目指しています。

©I.TOON

特集  いのちを育む

日本国内の課題は成人女性や高齢者の栄養不足の解消

近年、日本では栄養過
多による中高年者の生
活習慣病が増加する
一方、若い女性の｢痩
せすぎ｣が問題になっ
ています。妊娠中の痩
せすぎは低体重児が
生まれるリスクが増加
し、子供の健康への悪
影響が懸念されるため、厚生労働省は痩せすぎを減らす対策を進め
ています。また高齢者は、栄養不足による骨や筋肉の衰えで外出が
困難になり、生活の質が低下することが問題に。そのため厚労省策
定の2015年版｢日本人の食事摂取基準｣では、高齢者の栄養不足を
予防することが重視されています。

会議のテーマは「みんなの健康長寿のための栄養と食糧」。
日本人の健康長寿の秘訣を世界に還元したいという願いが
込められています。日本が世界有数の長寿国であるのは、
医療技術や衛生インフラの水準の高さだけでなく、栄養学・
食品科学の研究が進んでいるのも理由の一つ。また、学校
給食制度を始めとする食育や、機能性食品の制度化など、
研究成果を社会に還元するシステム構築でも世界をリードし
ており、各国の栄養学関係者から注目を集めています。そう
した中、日本で開催される今回の会議は、多数の日本の研究
者が参加し、最新の研究成果を世界に伝達する絶好の機
会。各国の参加者がこの会議で得た知識を自国に伝えるこ
とで、栄養学がますます発展することが期待されています。栄養学とは、食品に含まれる栄養素の代謝・生理機能、病気とのかかわ

りなどを解明する学問。心身の健康な暮らしと密接に関係しており、
例えば日本が先

せんべん

鞭をつけた特定保健用食品の機能表示も、栄養学での
研究成果が裏付けとなっています。

栄養学
とは
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世界の栄養学者が関心を寄せる
日本の健康長寿の秘訣を世界へ発信

参加対象

5/16
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妊娠・出産・子育てに役立つ知識を“学んで、遊んで、体験でき
る”日本最大級の体験型イベント。カップルで楽しめるマタニティ
ビクスや、妊娠中や出産後のママをパパがケアするためのパパ
フィット、赤ちゃんとのスキンシップを学べるベビーマッサージ、ハ
イハイ競争や4D超音波コーナー、80社以上の出展ブースな
ど、家族で楽しめる参加型企画が数多く用意されています。ま
たセミナーでは、タニタ社員食堂の管理栄養士や、共働き応援
サイト『日経DUAL』編集長らの特別講演を開催。ママのため
の健康的な食事作りの秘訣や、共働きカップルが仕事と子育て
を両立させるノウハウなどを伝授してくれます。会場には託児所
や授乳室も設置されているので、赤ちゃん連れでも安心です。

Maternity & Baby Festa 2015

家族みんなで楽しく遊んで学べる
日本最大級の子育て支援フェスタ

IFFS/JSRM International Meeting 2015

アジアの生殖医療の
水準向上を目指す集会

『IFFS（国際不妊学会）』と『JSRM（日本生殖医学会）』による
本集会は、不妊治療などの生殖医療に関する国際医療学会。
世界の産科婦人科や泌尿器科の医師らが集い、最新の学術
成果の発表や技術研修が行われます。生殖医療の後進国が
多いアジア地域では、医療水準の向上が喫緊の課題となって
います。アジア最先端の生殖医療技術を持つ日本には後進国
を支援する役割が求められており、本会はその使命を果たす
好機となることが期待されています。

IFFS/JSRM	International	Meeting	2015／
第60回	日本生殖医学会学術講演会

2015年4月26日(日)～4月29日(水・祝)
 5,000円～55,000円
 事務局(株式会社MAコンベンションコンサルティング内)
  03-5275-1191	  http://iffs2015.umin.jp/

展示ホール 参加対象

マタニティ＆ベビーフェスタ	2015

2015年4月4日(土)～4月5日(日)		9:30～17:30

参加対象

 無料
 一般社団法人日本マタニティフィットネス協会
 03-3725-1103	  http://maternity-babyfesta.jp/

展示ホール アネックスホール
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Pickup Events

 大人1,000円、学生800円（中学生以下無料）
 株式会社グリフォンエンタープライズ
 045-412-6580
 http://japan-mineral-show.jp/ja/

地球が作り出した宝物
希少な鉱石やジュエリー、アクセサリーの祭典

5/1（金）~5/3（日）

ジャパン・ミネラルショー 2015

 前売700円、当日1,000円（小学生以下無料）
 ヨコハマハンドメイドマルシェ運営事務局
 0120-75-8815
 http://handmade-marche.jp/

日本最大級のハンドメイドの祭典
ワークショップで手作り体験も！

5/23（土）~5/24（日）
手作りのぬくもりを感じる手芸品やアート、手作りフードなど、約2,500
名のクリエーターによる2,300ものブースが軒を連ねる、国内最大級と
なるハンドメイドの展示販売会。作り
手との交流を通し、商品への思いを
感じることができます。また、来場者
がものづくりを体験できるのも本イベ
ントの魅力。クラフトや手芸など、さま
ざまなワークショップに参加して、手し
ごとの楽しさを感じてみてください。

“地球が生み出した芸術作品”と言われてい
る、鉱物（ミネラル）や天然石は、今や若年層
からの人気も高くなっています。それらを加工
したジュエリーやアクセサリーを世界中から集
めた展示即売会や、子供から大人までが楽
しめる体験コーナーも設置予定です。会場で
は、ダイヤやルビーといった宝石の原石や大
型の恐竜化石など、世界中の鉱物や天然
石、貴重な化石とふれあえます。

ヨコハマハンドメイドマルシェ 2015

 正会員8,000円、学生会員3,000円、賛助会員・一般21,600円
      （併催の「人とくるまのテクノロジー展」は入場無料）

 公益社団法人自動車技術会 育成・イベントグループ
 03-3262-8214　  http://www.jsae.or.jp/2015haru/、http://expo.jsae.or.jp/

近未来の自動車はどうなる!?
技術者の講演会と最新技術の展示会

5/20（水）~5/22（金）
自動車技術会の春季大会は、自動車関連の技術者らが研究成果
を発表する場です。一般の方も入場できる技術展示会｢人とくるま
のテクノロジー展｣が併催され、世
界中の最先端技術や製品に触れ
られる絶好の機会。主催者企画
コーナーでは、多様化するエネル
ギーと低炭素社会実現に向けた課
題と、業界の取り組みを講演・展示
で紹介。最新車両の試乗体験も。

公益社団法人自動車技術会 2015年春季大会
併催「人とくるまのテクノロジー展 2015」

   会員13,000円、非会員20,000円、学生1,000円（併催の「ITEM 2015」
のみ参加の場合は3,000円、医学生・医療技術学生1,000円）

 一般社団法人日本ラジオロジー協会
 03-3518-6111　  http://www.j-rc.org/

放射線医学のさらなる進化に向けた
研究発表と放射線医療機器の展示

4/16（木）~4/19（日）
JRCは放射線医学を専門とする4団体の合同総会です。 “Be Cool 
and Practical”をテーマに医学の進歩と医療技術・機器の進化
への対処を考えます。合同シンポジ
ウムでは医療被ばくやチーム医療、
自動化技術など放射線技術現場
における問題を取り上げます。CT
など最新の放射線医療機器を展
示する『国際医用画像総合展』

（ITEM 2015）も4/17〜開催。

JRC 2015
併催「ITEM 2015」
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Pickup Events

■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

がん患者と家族に光をもたらす
最新医療情報を発信

6/9（火）

 無料
 東京女子医科大学ガンマナイフ室
 03-3341-6878
 http://cancer-summit.jp/

『国際定位放射線治療学会学術大会』合
同企画の第1回。「がん医療における新たな
ベストミックスの提唱」をテーマに、最新医療
情報と患者家族を取り巻く「がん医療」の現
場環境について学び、明日への希望を抱くこ
とのできる場を目指します。「今、日本から始ま
るがん撲滅への挑戦！」と題した討論会や、が
ん治療のエキスパートによる「公開セカンドオ
ピニオン」などが注目の市民公開講座です。

第1回 がん撲滅サミット

 12,000円
 運営事務局（株式会社コンベンションアカデミア内）
 03-5805-5261
 http://rounen2015.umin.jp/

豊かな高齢化社会の実現に向け
安心できる社会基盤の整備を推進

6/12（金）~6/14（日）
日本の65歳以上の高齢者は総人口の25％
を超え、2060年には約40％に達すると見ら
れています。日本老年学会総会では｢良質な
超高齢社会を拓く ―学際的研究の進展と
深化をめざして―｣をテーマに掲げ、老年学
会を構成する7学会の合同シンポジウムを開
催。医療、介護、年金など、高齢化社会がも
たらす問題の解決に向けて討議が進められ
るほか、市民公開講座も予定しています。

化粧品産業の発展は、原料や包材、製造機
器などを供給する企業・団体によって支えられ
ています。これらサプライヤー企業が出展し、
素材やサービスを発表する技術展。ユーザー
企業である化粧品メーカーとの出会いの場と
して評価され、回を重ねるごとに海外からの出
展や来場も増えてきました。一歩先を行く日
本の化粧品産業を世界にアピールし、さらな
る進歩へとつながることが期待されています。

 1,000円
 事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
 03-3219-3647
 http://www.citejapan.info/

魅力的なコスメの誕生に期待が広がる
化粧品業界のグローバルな展示会

6/3（水）~6/5（金）

第7回 化粧品産業技術展 CITE Japan 2015

12年ぶりの日本開催となる、脳定位放射線
手術および脳・体幹部高精度照射治療の世
界最高峰の国際学術大会。世界各国の専
門医と日本が世界に誇るトップドクター“日本
の匠”による熱い討議が期待できます。本大
会では、定位放射線治療医と関連専門医と
の間で技術や知識を共有し、今後の治療戦
略について討議することで、患者にとって最
良の治療指針の提供を目指します。

 15,000円〜（医療関係者のみ）
 東京女子医科大学ガンマナイフ室
 03-3341-6878
 http://www.isrscongress.org/

高精度の放射線治療に関する
世界最高峰の国際大会

6/7（日）~6/11（木）

第12回 国際定位放射線治療学会学術大会　
12th ISRS Congress

第29回 日本老年学会総会 合同大会
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1（水） 平成27年度	国士舘大学	入学式
国士舘大学 教務部 教務課
TEL：03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

ー

2（木） 2015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（金） 2015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（土） 平成27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

4（土）～5（日） マタニティ＆ベビーフェスタ	2015 Pickup!
P.3

一般社団法人日本マタニティフィットネス協会
TEL：03-3725-1103
http://maternity-babyfesta.jp/

無料

5（日） 平成27年度	第1回	関東・東京合同地区	
獣医師会理事会・幹事会

公益社団法人横浜市獣医師会
TEL：045-751-5032 無料

5（日） 平成27年度	北里大学	入学式
学校法人北里研究所 総務部
TEL：03-3444-6161
http://www.kitasato-u.ac.jp

ー

6（月） 平成27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

9（木）～12（日） 第67回	日本産科婦人科学会学術講演会
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://jsog.umin.ac.jp/67/index67.htm

3,000円
〜20,000円

13（月）～14（火） 第5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

有料

16（木）～19（日） JRC	2015 Pickup!
P.4

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/

会員13,000円
非会員20,000円

学生1,000円

17（金）～19（日） 2015	国際医用画像総合展（ITEM	2015）
Pickup!

P.4

一般社団法人日本画像医療システム工業会
TEL：03-3816-3450
http://www.jira-net.or.jp/item2015/item_2015.html

P4参照

20（月）～22（水） 第22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

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

Event Calendar
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22（水）～24（金） OPTICS	&	PHOTONICS	International	Exhibition	2015
株式会社オプトロニクス社
TEL：03-3269-3550
http://www.opie.jp/index.php

2,000円

22（水）～24（金） OPTICS	&	PHOTONICSInternational	Conference	2015
OPI協議会 OPIC2015事務局
TEL：03-5228-3541
http://opicon.jp/ja/

18,000円
〜50,000円

22（水）～24（金） ナノ･マイクロ	ビジネス展／ROBOTECH	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
（事前登録者は

無料）

25（土）～26（日） 2015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：072-991-5863
http://www.mikihouseland.jp/

無料

26（日）～29（水・祝） IFFS/JSRM	International	Meeting	2015／第60回	日本生殖医学会学術講演会
Pickup!

P.3

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://iffs2015.umin.jp/

5,000円
〜55,000円

27（月） マイナビ就職セミナー	横浜会場 マイナビ就職セミナー 横浜運営事務局
TEL：045-450-1660 無料

28（火） 進路フェスタ	2015	in	Yokohama
運営事務局（株式会社さんぽう内）
TEL：03-3378-7103
http://www.sanpou-s.net/

無料

29（水・祝） 2015	神奈川私立中学相談会
一般社団法人神奈川県私立中学高等学校協会
TEL：045-321-1901
http://kanagawa-shigaku.jp/

無料

29（水・祝）
ViViD	LIVE	TOUR	2015	
THE	BEGINNING	of	THE	END	FINAL
「CROSSING	OF	THE	DREAM」

株式会社ディスクガレージ コールセンター
TEL：050-5533-0888 5,800円

1（金）～3（日・祝） ジャパン・ミネラルショー	2015 Pickup!
P.4

株式会社グリフォンエンタープライズ
TEL：045-412-6580
http://japan-mineral-show.jp/ja/

大人1,000円
学生800円

（中学生以下無料）

2（土） 探偵歌劇	ミルキィホームズ	TD	スペシャルライブ（仮） ミルキィホームズ公式サイト
http://milky-holmes.com/ 有料

5（火・祝） FANCL	フィットネスヨコハマ	2015 公益財団法人横浜市体育協会
TEL：045-640-0018

一般1,000円
中学生以下500円

8（金）～10（日） 第27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

1,000円
（小学生以下

無料）

月
4

月
5

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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8（金）～10（日） 第35回	日本脳神経外科コングレス総会
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：06-6229-2555
http://www.jcns2015.jp/

有料

14（木）～18（月） 第12回	アジア栄養学会議／第69回	日本栄養・食糧学会大会 5/16

Pickup!
P.2

事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3541
http://nodaiweb.university.jp/69th-eishoku/

P2参照

17（日） 弱虫ペダル	スペシャルイベント
～LE	TOUR	DE	YOWAPEDA2015～

TLCユーザーサポート
TEL：03-5358-1301
http://yowapeda.com/tdy2015/

SS席9,800円
S席8,800円
A席7,800円

20（水）～22（金） 公益社団法人自動車技術会	2015年春季大会
Pickup!

P.4
 
 

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://www.jsae.or.jp/2015haru/

正会員8,000円（不課税）
学生会員3,000円（不課税）
賛助会員・一般21,600円

20（水）～22（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展	2015 Pickup!
P.4

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

無料

23（土）～24（日） ヨコハマハンドメイドマルシェ	2015 Pickup!
P.4

ヨコハマハンドメイドマルシェ運営事務局
TEL：0120-75-8815
http://handmade-marche.jp/

前売700円
当日1,000円

（小学生以下無料）

23（土）～24（日） 第14回	IRCA	フォーラム2015／第14回	IRCA	ワークショップ2015
IRCAジャパン株式会社
TEL：03-6272-6307
http://www.irca.org/ja/training/IRCAForum2015/

32,400円／
54,000円

28（木）～30（土） 第90回	日本医療機器学会大会	メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ	2015
一般社団法人日本医療機器学会
TEL：03-3813-1062
http://www.jsmi.gr.jp/

一般10,000円
会員8,000円

（メディカルショー
は無料）

29（金）～31（日） 第114回	日本皮膚科学会総会
運営事務局 （公益社団法人日本皮膚科学会内 
総会・学術大会チーム）
TEL：03-3811-5079
http://jda114.jp/

会員20,000円
非会員25,000円他

31（日） Salyu	TOUR	2015
SOGO TOKYO
TEL：03-3405-9999
http://www.sogotokyo.com/

指定6,500円

3（水）～5（金） 第43回	日本血管外科学会学術総会
事務代行（株式会社イベント＆コンベンションハウス内）
TEL：03-3831-2601
http://www.jsvs.org/meeting/43/

有料

3（水）～5（金） 第7回	化粧品産業技術展	
CITE	Japan	2015

Pickup!
P.5

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

1,000円

7（日）～11（木） 第12回	国際定位放射線治療学会学術大会
12th	ISRS	Congress

Pickup!
P.5

東京女子医科大学ガンマナイフ室
TEL：03-3341-6878
http://www.isrscongress.org/

15,000円〜
（医療関係者のみ）

月
5

月
6

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Event Calendar
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9（火） 第1回	がん撲滅サミット Pickup!
P.5

東京女子医科大学ガンマナイフ室
TEL：03-3341-6878
http://cancer-summit.jp/

無料

10（水）～12（金） 画像センシング展	2015
アドコム・メディア株式会社
TEL：03-3367-0571
http://www.adcom-media.co.jp/iss/

無料

10（水）～12（金） 第21回	画像センシングシンポジウム（SSII2015）
画像センシング技術研究会事務局
TEL：03-3367-0571
http://ssii.jp/

一般30,000円
学生13,000円

（早期割引あり）

11（木）～13（土） 第25回	JDPA東京コンベンション｢デコラティブペインティングの祭典｣
日本デコラティブペインティング協会
TEL：03-5649-2321
http://www.jdpa.jp/

無料

12（金）～14（日） 第29回	日本老年学会総会	合同大会 Pickup!
P.5

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://rounen2015.umin.jp/

12,000円

18（木）～20（土） 第20回	日本緩和医療学会学術大会
運営事務局（有限会社あゆみコーポレーション内）
TEL：06-6441-5860
http://jspm2015.umin.jp/

事前参加登録
会員12,000円

非会員13,000円
その他 HP参照

20（土） 第26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/26-gakkai.htm

5,000円
〜9,000円

21（日） 通信制高校・サポート校	合同相談会
通信制高校・サポート校 合同相談会 事務局
TEL：0120-42-1146
http://www.stepup-school.net

無料

21（日） 平成27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 事務局
TEL：045-432-5889
http://www.kanagawa-koupren.org/

無料

24（水） TRCポスターセッション	2015／
第12回	医薬ポスターセッション

営業企画部 ポスターセッション事務局
TEL：03-3245-5666
http://www.toray-research.co.jp/

無料

26（金）～28（日） 第60回	日本透析医学会学術集会・総会
運営準備室（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/60jsdt/

10,000円
〜12,000円

2（木）～3（金） 第69回	日本食道学会学術集会
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
https://www.congre.co.jp/jes2015/

15,000円

4（土） 第17回	RINGの会横浜オープンセミナー	2015 一般社団法人「RINGの会」
http://ring-web.net/ 10,000円

月
6

月
7

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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4（土） 平成27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 事務局
TEL：045-432-5889
http://www.kanagawa-koupren.org/

未定

4（土）～5（日） Best	of	ASCO®	2015	in	Japan 日本臨床腫瘍学会 事務局
TEL：03-6809-1250 有料

5（日） animelo	mix	presents小倉	唯	1st	LIVE
「HAPPY	JAM」

株式会社オデッセー
TEL：03-5444-6966 6,900円

5（日） 第8回	宝酒造杯囲碁クラス別チャンピオン戦
横浜大会

公益財団法人日本棋院 普及事業部
TEL：03-3288-8729
http://www.nihonkiin.or.jp/

2,500円
〜3,500円
（予定）

6（月）～7（火） 電機連合第63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/

無料

7（火） BNI	ナショナルカンファレンス2015	横浜大会
BNI ナショナルカンファレンス2015実行委員会
TEL: 090-1604-2824
http://www.bni-yc.com/

事前15,000円
通常18,000円

8（水） 第14回	かながわ高齢者福祉研究大会
大会実行委員会（神奈川県社会福祉協議会内）
TEL：045-311-1424
http://www.kanagawafukushitaikai.jp/

5,000円

11（土） 第13回	横浜市介護老人保健施設研究大会
第13回 横浜市介護老人保健施設研究大会
実行委員会
TEL：045-532-1008

無料

11（土）～12（日） NPO法人日本咬合学会	第20回記念学術大会
寺内歯科医院
TEL：0282-55-8011
http://www.jao.gr.jp/

有料

11（土）～12（日） 第7回	日本下肢救済・足病学会学術集会
運営準備室（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/7jlspm/

未定

13（月） マイナビ進学FESTA	横浜会場 株式会社マイナビ
TEL：03-6267-4415 無料

13（月）～14（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/

17,500円

月
7

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Event Calendar
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Ⅰ

Ⅱ

18（土）～19（日） サマーコンファレンス	2015
公益社団法人日本青年会議所
サマーコンファレンス運営委員会
TEL：03-3234-5601
http://www.jaycee.or.jp/

一般 無料

18（土）～8/31（月） ダイノワールド2015	横浜恐竜博～古生物の進化と大恐竜時代～

ダイノワールド実行委員会／
株式会社グリフォンエンタープライズ
TEL：045-412-6580
http://www.dinoworld.jp/

大人1,800 円
子供900円

（前売その他HP参照）

20（月・祝） 第16回	2015	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://kanagawa-shigaku.jp/

無料

20（月・祝）～22（水） 第11回	ICMアジア太平洋地域会議･助産学術集会
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.icmaprc2015.org

30,000円
〜50,000円

22（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 無料

24（金）～25（土） ヨコハマ・ヒューマン＆テクノラン	ド2015
ヨッテク運営事務局
TEL：045-473-0666
http://yotec.jp

無料

25（土）～27（月） 第55回	日本先天異常学会学術集会／第38回	日本小児遺伝学会学術集会	合同開催

地方独立行政法人神奈川県立病院機構　
神奈川県立こども医療センター
TEL：045-711-2351
http://jts55.umin.jp/

有料

26（日） 全国国公立・有名私大相談会	2015	in	横浜
株式会社大学通信
TEL：03-3515-3541
http://www.52school.com/entry/

無料

27（月）～28（火） 第99回	新幼児教育講座
公益財団法人幼少年教育研究所
TEL：03-3208-8671
http://www.yosyoken.server-shared.com/

11,000円
〜16,000円

28（火） SUPER	BEAUTY	2015
株式会社きくや美粧堂
TEL：050-3802-2001
http://www.kikuya-bisyodo.co.jp

有料

29（水） 全国公文進度上位者のつどい	2015	
in	YOKOHAMA

日本公文教育研究会横浜事務局
TEL：045-450-2170 無料

30（木）～31（金） 第56回	日本人間ドック学会学術大会
運営事務局（株式会社JTBコミュニケーションズ 
コンベンション事業局内）
TEL：03-5434-8759
http://convention.jtbcom.co.jp/56jsnd/

HP参照

月
7

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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PACIFICO News

　横浜市では毎年数多くの国際会議が開催されます。2013年
の開催件数は国内の都市別で第三位。パシフィコ横浜は開催
件数、参加者総数共にMICE施設別で、全国第一位の実績を
上げています。今後も、世界的にMICE市場の拡大が予測さ
れることから、パシフィコ横浜と共に受け皿となるMICE施設の
整備が求められています。新施設は多目的ホール（約8,000m2、
ホワイエと合わせて約10,000m2）、会議室（約6,500m2）、荷

に

捌
さば

き
駐車場（約14,000m2）とホテルの他、新施設とパシフィコ横浜、
臨港パークをつなぐ歩行者デッキも整備される予定です。
　新施設が完成すると、パシフィコ横浜とあわせ、展示面積は
約1.5倍、会議室が約２倍のＭＩＣＥ拠点が誕生します。

　新施設の整備は、PFI事業として行われます。PFI（Private 
Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運

営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う
新しい手法です。施設建設から維持管理までの一括発注によ
り、民間のノウハウを活用してコストの削減や建設期間の短縮
を図るとともに財政負担を平準化できるのが特長です。現在事
業者を募集中で、2015年8月に落札者を決定、12月には事業
契約を締結する予定です。2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック開催により、東京都内のMICE施設が競技会場などとし
て利用され、ＭＩＣＥ施設の不足が予想されることから、その受
け皿となるよう、2020年4月の開業を目指しています。

　新施設の完成により『みなとみらい地区』にさらに多くの人が
集まることで、周辺のホテルや商業施設などに大きな経済波及
効果が見込めます。それ以外にも、パシフィコ横浜では学会等
が開催されることが多いのですが、学会に参加する研究者と
市内の学生が交流することを通じて、次世代人材の育成につ
ながり、社会インフラとしての効果も期待できます。また、市民の
皆様にとって身近なところでは、新施設整備にあわせて20街区
内に『キング軸』という歩行者専用通路が整備されます。横浜
は国内外からのアクセスに優れ、宿泊施設や商業施設、観光
資源が豊富でアフターコンベンションも充実しています。今後は
周辺の施設とも連携し、横浜ならではの街の魅力を発信してい
きたいと思っています。

パシフィコ横浜の隣接地20街区に、
新たなMICE施設が建設されます

横浜市はパシフィコ横浜に隣接した『20街区』に新たなMICE施設を建設する予定です。
新たな施設の概要や目的などを、横浜市文化観光局観光コンベンション振興部
コンベンション振興課の吉田 剛さんと林 未来子さんにうかがいました。

パシフィコ
横浜

20街区
新MICE施設

「MICE」とは上記のようなビジネスイベントの総称。

M	eeting（企業ミーティング）
	I 	ncentive Travel（報奨・研修旅行）
C	onvention（国際会議）
E	xhibition／Event（展示会／イベント）

MICE
とは

マイス

増加するMICE需要に応えるために

PFI方式により2020年に完成

MICEで横浜をさらに活気ある街に
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PACIFICO News

2014年9月に発表された『JNTO国際会議統計』において、パ
シフィコ横浜は、2013年度の国際会議開催件数・外国人参加
者数・参加者総数ともに、国内1位となりました。これは、国内
主要MICE施設＊2のなかで、開催件数は11年、来場者総数

は12年連続、外国人参加者数は2年連続トップの記録となりま
す。長年の皆様のご愛顧に感謝し、これからもサービスと機
能向上に努めてまいります。

『JNTO2013年国際会議統計』における世界の国際開催の動
向（UIA＊3国際会議統計発表データに基づく）の国別ランキングにおい
て、日本は、シンガポール、アメリカ、韓国に続き、世界4位（588
件）でした。
都市別ランキングでは、アジアの競合都市であるシンガポール

（994件、1位）やソウル（242件、2位）と比較して、横浜（51件）
は世界31位でした。開催の数年前から活動が始まる国際会議
の誘致では、施設のみならず、国や都市を挙げて、開催地の
魅力やメリットをアピールすることが大切です。都市間競争が
激化している中、開催地としての競争力をいかに伸ばしてゆく
かが今後の課題です。

政府は、2020年までに訪日外国人数を2,000万人とすることを
目標としており、2014年は訪日外国人数が1,300万人を超えま
した。この中には、国際会議の参加者も含まれます。
国際会議は、直接の消費効果が高く、訪日外国人旅客のうち
国際会議参加目的では、1人あたりの滞在中の支出額が、
124,583円であり、観光・レジャーに対して約1.3倍であるという
調査結果＊4が報告されています。さらに、ビジネス・イノベーショ
ンの機会創造や国・都市の競争力向上など、幅広い効果が期
待されています。

＊注１	 	JNTOとは　日本政府観光局（JNTO：Japan National Tourism Organization、正式名称：独立行政法人 国際観光振興機構）は、訪日外国人旅行者の誘致を目的として1964年に設立された日本の公的な専
門機関。

＊注2	 	国内主要MICE施設　大学、研究関連施設、ホテル、および利用者が会員限定の施設を除く国内MICE施設。
＊注3	 	UIAとは　UIA（国際団体連合：Union of International Associations）は、6万超の国際機関・国際団体等に関する調査、統計集計などを行っている非営利・非政府の団体。1907年に設立され、本部はブリュッ

セルに所在。
＊注4 『訪日外国人の消費動向平成25年度年次報告書』（観光庁）（http://www.mlit.go.jp/common/001032143.pdf）を基に当社計算。

高い経済効果

観光・宿泊などの直接的経済効果と
雇用や税収などの間接的経済効果

国・都市の競争力向上

開催地の魅力や成長分野を情報発信し
国際的知名度、ブランド力を向上

ビジネス・イノベーションの機会創造

全世界からの人と知識・情報の集積・交流による
新たなネットワーク構築で機会を呼び込む

MICEの開催効果

2013年	会場別	国際会議の開催状況

会場名 開催件数 外国人
参加者数

参加者
総数

パシフィコ横浜 128 14,077 210,200 
大阪国際会議場 43 4,659 79,702 
東京ビッグサイト 37 5,400 60,156 
国立京都国際会館 35 8,341 66,621 
つくば国際会議場 33 1,459 9,644 
北九州国際会議場 31 4,503 19,764 
アクロス福岡 25 717 10,153 
神戸国際会議場 24 4,130 24,077 
広島国際会議場 23 2,233 21,035 
仙台国際センター 22 1,084 29,409 

JNTO 2013年国際会議統計より抜粋
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国別	国際会議の開催件数推移

JNTO 2013年国際会議統計　「世界規模で見る国際開催の動向—国別国際会議の開催状況」より

パシフィコ横浜

大阪国際会議場

東京ビッグサイト

国立京都国際会館

つくば国際会議場

東京国際フォーラム
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国内主要MICE施設＊2別開催件数推移	 （調査基準の改訂された2007年以降上位3位以内に入った施設を抜粋）

JNTO 国際会議統計を基に当社調べ

パシフィコ横浜は国際会議開催件数・外国人参加者数・参加者総数ともに1位記録更新！

世界と比較すると 国際会議の開催効果

日本政府観光局（JNTO）＊12013年国際会議統計発表

パシフィコ横浜の国際会議実績は国内トップ
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PACIFICO News
みなとみらいの海辺に広がる
開放的な芝生の公園 臨港パーク年中無休

入場無料

　みなとみらい駅から、パシフィコ横浜のある海辺へ向けて
徒歩5分。横浜港に臨む抜群のロケーションに、みなとみらい
地区最大の緑地「臨港パーク」はあります。
　海岸線に沿った石畳の散歩道、ユニークなオブジェを配
した芝生の広場、潮の満ち引きによって表情を変える「潮入
りの池」。小高い丘の上に立てば、港を行き交う船や、横浜
ベイブリッジ、みなとみらいのビル群など、開放的な景色が広
がります。
　さわやかな春から初夏にかけては、朝や日中だけでなく、
夕景や夜景のスポットとしても人気。また、公園へのアクセス
は、横浜駅や山下公園、赤レンガ倉庫から発着する定期船
のシーバスに乗って、海から訪れるルートもおすすめです。
　朝のジョギングを楽しむ人や、芝生の上でお弁当を広げ
る人、夕暮れにのんびりと海を眺める人など、楽しみ方はそ
れぞれ。お買い物やお食事の合間に、ちょっと足を伸ばし
て、海と緑を感じてみませんか。

公園内の丘の上から、横浜港を一望。昼は、
海からのそよ風が心地いい。夜には、海の向こ
うに美しくライトアップされた夜景が広がる

みなとみらいの
海の玄関

「ぷかりさん橋」
シーバスや、横浜港を巡る
クルーズ船などが発着す
る、ぷかりさん橋。実は陸
から突き出した“橋”ではな
く、ぷかりぷかりと浮かん
だ“船”なんです。

ぷかりさん橋の2階にあるレストラン。隣接する「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、季節ごとに工夫を凝
らした料理が楽しめます。大パノラマの絶景を眺めながら、クルーズ
気分でお楽しみください。

海鮮びすとろ「ピア21」

［営］ 11：30〜21：00（LO 20:00）
［休］ 荒天時
［問］ 045-223-2141

カジュアルなアラカルトからコースメ
ニューまで、海の幸をふんだんに取り入
れたシェフ自慢のお料理を堪能できます

夜はベイブリッジや観覧車の夜
景がロマンチックなひとときを演出

イベント満載で
いつ出かけても楽しい！
臨港パークでは、年間を通してさまざまなイベントが開催されて
います。春のおすすめは、今年で34回目を迎える「横浜開港祭」。
臨港パーク内の特設ステージや芝生の広場、海を会場に多彩な
イベントで賑わいます。7月には、ビーチバレーボールのグラン
ドスラム大会「FIVB ビーチバレーボールグランドスラム 2015 
横浜大会」を日本初開催。専用コートを公園内に設け、約3,500
人収容のセンターコートで世界一を決定します。

日本では初開催となる、
ビーチバレーボールのグラ
ンドスラム大会。各国チ 
ームによる熱戦を、間近
で観戦できる

「横浜開港祭」のハイライ
トは、市民による大合唱。
毎年、約1,000人の市民
が集い、横浜の夜空に美
しい歌声を奏でる

［日］ 7/20（月）～7/26（日）
［問］ 045-671-3629
　　（市民局スポーツ振興課）

［日］  5/30（土）・5/31（日）・
　　  6/2（火）

［問］ 045-212-5511
　　（横浜開港祭実行委員会）

FIVB ビーチバレーボール
グランドスラム 2015
横浜大会

第34回 横浜開港祭

JVA承認2015-02-005

ご存じですか？

船に乗って
海から公園へ
行ってみよう！

お散歩や
ピクニックも
楽しい ！
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PACIFICO News

1,580円→1,250円に
通常 お一人様4,130円→3,800円（税込）
歓・送迎会限定 飲み放題30分延長サービス（月～木のみ）

パシフィコ横浜では、安全・安心な施設の提供を目指し、日頃よ
り訓練や研修を実施しています。
「安全活動」として、「安全推進委員会」を年４回開催し、施
設内で発生した危険事案の情報共有や、業務上の安全対
策の推進、施設の巡回点検による危険箇所の確認と対応策
の検討をしています。今年度は、国立大ホール迫舞台上の
搬入出作業用カメラ増設と、客席上電球フレーム防護ネット
設置の安全対策工事を実施しました。

「防災・救命救急活動」としては、災害用地下給水タンクから水
を汲み上げる「応急給水訓練」へ参加
するとともに、避難訓練時に消火器や三
角巾の取り扱い方法の勉強会、防災を
テーマにした講習会を開催しています。
また、パシフィコ横浜では社員全員が
「普通救命講習」を履修し、ＡＥＤ操作
方法も習得しています。

安心・安全な施設を目指して

水難事故防止を目的とした「ぷかりさん橋救命講習」の様子

応急給水訓練 応急担架取り扱い訓練 初期消火訓練
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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

日本丸メモリアルパーク

横浜みなとみらい
万葉倶楽部

横浜ベイホテル東急

クロスゲート

みなとみらい
センタービル

MARK IS
みなとみらい

みなとみらい
グランドセントラルタワー

MMパークビル

クロスパティオ

三菱重工横浜ビル

CIAL桜木町

臨港パーク

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

心地よい日差しに誘われて臨港パークを
訪れたレンガくんが、ランチを楽しんでいま
す。公園のすぐ目の前にはオーシャンビュー
が広がり、さわやかな海風が吹いていま
す。ぜひ、皆さんもベンチに座って一休み
したり、シートを敷いてピクニックをしたりと、
臨港パークで、のんびりと過ごしてみては
いかがでしょうか。

粘土で作られたキャラク
ターに、顔の表情、服の
シワや、小さな花飾りな
ど、細かな部分を刻み込
んでいます

海に臨む芝生の公園「臨港パーク」で
のんびり過ごそう

今月の表紙 『PACIFICO』

展示ホール

臨港パーク

会議センター

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル ホテル

横浜をモデルにしたアニメ「ハーバーテイル」とのコラボレーション
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