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10/29 土 30 日～10/29 土 ～10:00 16:30
完全事前申込制
パソコンやスマホからの

現地イベントの事前申込みや
オンライン会場へはこちらから

※国からの要請あるいは新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によってオンライン配信のみの開催となる可能性がございます。

場所：ポートライナー 医療センター駅／計算科学センター駅　周辺各施設

ナビダイヤルTEL : 0570-083330 固定電話078-333-3330総合コールセンター
年中無休 8：00～21：00

お問い合わせ

① パソコンやスマホから 
　 右記のQRコードを読み取る

② 「神戸医療産業都市 一般公開」 で検索
または

「一般公開」特設サイト
にアクセス！

※イベントの内容やスケジュール、プレゼントの
　内容等は変更になる場合があります。

協力：チームOTAGAISAMA（おたがいさま）

オンライン会場では、プレゼントが当たるクイズ・アンケートを実施します。楽しく答えて、豪華な
プレゼントをぜひゲットしてください！

クイズ・アンケートに答えて豪華プレゼントをゲット！オンラ
イン

限定

現地では当日、視覚障害者のための最先端技術「NaviLens（ナビレンス）」
を使ったクイズラリーを開催！全問正解後アンケートに答えて素敵なプレ
ゼントをゲット！（先着200名）
事前にアプリをダウンロードしてぜひご参加ください！！

現地会場でラリーに参加してプレゼントをゲット！

抽選で300名にプレゼントが当たるクイズ・アンケートのご参加は

まで！10/30 17:00日

オンライン会場へのアクセス方法

アクセス ＜ポートライナー 神戸空港行＞

※ポートライナー「三宮駅」から約12～14分
※駐車場はございません

・医療センター駅
・計算科学センター駅 下車

公共交通機関にてご来場ください
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来場したらまずは
インフォメーションにお越しください！i

●ご参加の際は、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。●発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合
はご来場をお控えください。●「接触確認アプリ（COCOA）」のインストールのご協力をお願いします。
●参加ルールをお守りいただけない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

2022

特設サイトがオンライン会場となり
ます。イベント当日まで最新情報をど
んどん発表していきますのでチェック
してみてください！

10/29 土

10/29 土 日30～

現地開催イベントは です。完全事前申込制パソコンやスマホからの

必ずこちらから
事前申込みしてください

事前申込みをされていない方は、イベントに参加できません。 https://www.fbri-kobe.org/kbic/ippankoukai/

各イベント会場へのアクセスマップ、飲食店情報、当日案
内イベント、クイズラリー情報などが掲載されているので、
ぜひ手にしてください。

会場マップとプログラムをもらおう！

その他、各施設へのご案内や無料シャトルバスの運行状況の確認、
迷った時などにもぜひインフォメーションをご利用ください。

現地開催について

オンライン開催について

ハイブリッド開催ハイブリッド開催今年は今年は
のの

「ナビレンス」の
ダウンロードは
こちらから

神戸市、神戸医療産業都市推進機構、アエラスバイオ（株）、科学技術振興機構、計算科学振興財団、高度情報科学技術研究機構、甲南大学フロンティアサイエンス学部、神戸学院大学、
神戸市薬剤師会、神戸市立医療センター中央市民病院、神戸大学統合研究拠点、神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター、神戸低侵襲がん医療センター、
日本医師会 治験促進センター、日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 神戸医薬研究所、バンドー神戸青少年科学館、兵庫県立大学 神戸情報科学キャンパス、兵庫県、
兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター、理化学研究所 (生命機能科学研究センター、計算科学研究センター)、NEXT VISION、RD歯科クリニック

※国からの要請あるいは新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況
によってオンライン配信のみの開催となる可能性がございます。

29日（土）10：00スタート！

申込者多数の場合は抽選。申込期間：9/16(金）14：00～10/11(火）17：00まで

現地イベントに参加するとラリーにもご参加いただけます！

当日は、各駅（    医療センター駅・    計算科学センター駅）に
総合インフォメーションを開設しています。

BA

神戸医療産業都市　一般公開 その他にも

さまざまな
情報が

満載です
！！

https://www.fbri-kobe.org/kbic/ippankoukai/

10:00Start!

※一部イベントは申込開始日が異なります



他にもコンテンツは盛りだくさん！オンライン会場のURLは裏面をご覧ください。

10/29 土 10/29 土 日30～現地開催 開催オンライン

現地開催のイベントは  事前申込制  です。申込方法は裏面をご覧ください。　

体験 小学生から大人まで楽しめる
実験体験講座

甲南大学フロンティアサイエンス学部

7テーマの実験体験講座（電子顕微鏡、銀鏡反応、
炎色反応、液体窒素、DNAの電気誘導、大腸菌培養、
細胞移植実験）のほか、施設見学ツアーもあり！

薬剤師体験コーナー
神戸市薬剤師会

薬剤師の仕事にチャレンジ！薬局で実際
に使っている機械を使ってみませんか？

健康チェック
～脳と体を知ろう～
神戸学院大学

リハビリテーションの専門家 理学・作業療法
士による測定・体験・講義コーナーです。

生き物の研究、いろいろ見せます！
理化学研究所 
生命機能科学研究センター(BDR)

3年ぶりの理研の研究室見学ツアー
や体験イベント。研究者が研究室の
中を案内したり、動画や模型、研究
で大活躍する生き物を見せながら、
最新研究について解説します！

見学
ツアー スーパーコンピュータ「富岳」

見学ツアー
理化学研究所
計算科学研究センター（R-CCS）

本格稼働中の
スーパーコンピュータ「富岳」を
見学するツアーです。

親子で学ぼう！不思議な歯の世界
アエラスバイオ株式会社／RD歯科クリニック

やってみよう！お家でサイエンス

※午前/午後 完全入れ替え制

バンドー神戸青少年科学館

サイエンスは身近にある！
身のまわりの現象に注目
した実験をご紹介！

県内在住または在学の
中・高・高専生のみ

どうして歯は生え変わる
の？その歯が持つすご
いパワーとは！
不思議な歯の世界をの
ぞいてみよう！

セミナー Meet the Experts！
神戸医療産業都市で働く“達人”のリアル 
医療分野のさまざまな職種を知る
神戸医療産業都市推進機構

神戸医療産業都市で働く達人の方々に、
その魅力や本音についてお聞きします。
医療・研究の仕事に興味がある皆さん
に向けたセミナーです。

神戸ヘルス・ラボ市民サポーター募集ブース

神戸市・神戸医療産業都市推進機構
クラスター推進センター

最新の脳活アプリを使ったパフォーマンスチェックを
ご紹介！

＝医療センター駅A ＝計算科学センター駅B各イベントへは、こちらの
最寄り駅からのアクセスが便利です♪
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スパコンって何に使われてるの？
私たちの暮らしと計算の世界

兵庫県・神戸市・
計算科学振興財団（FOCUS）

スパコンや計算科学の活用が私たち
の社会や暮らしにどのように役立っ
ているのかご紹介します。

2022年度スパコンセミナー

Web参加
OK！

来場したらまずはインフォメーションで会場マップとプログラムをもらいましょう！
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スパコンなんでもオンライン進路相談会
理化学研究所 計算科学研究センター（R-CCS）

計算科学や計算機科学の研究者に
よる進路相談会
※29日のみ開催予定、完全事前申込制
（申込者多数の場合は抽選）
※申込開始：9/20（火）10：00～

「富岳」からの挑戦状 
～バーチャル「富岳」謎解きツアー～

理化学研究所 
計算科学研究センター（R-CCS）

3Dマップ「Matterport」上に再現
された「富岳」施設の中で、「富岳」の
出す謎を解き明かそう。

MAPは裏表紙を
ごらんください。

ライブ
配信

計算機歴史博物館
高度情報科学技術研究機構
（RIST）

「計算機歴史博物館」がリニュー
アルして再登場！思い出の懐か
しい機器に出会えるかも！

世界一を獲得した
日本のスパコン
計算科学振興財団（FOCUS）

世界一に輝いた日本のスーパーコ
ンピュータは「富岳」だけじゃない！
さてさてどんなスパコン？

「ベーリンガーインゲルハイムで働くということ」
すべては人間と動物の健康のために

日本ベーリンガーインゲルハイム 神戸医薬研究所（KPRI）

今日そして次世代にわたり、暮らしを変革する画期的な医薬品
や治療法の開発への取り組みについてご紹介します。

夢と希望が見つかるライブラリー
NEXT VISION

人生に役立つアイデアから、ただワクワクする気づきまで、
人生のスパイスになる動画集

医療関係者を目指す子どもたちへ２０２２
日本医師会 治験促進センター

医療職を将来目指す子供たちを対象に最前線で働く医師等の体験や子供時代
から今の仕事を目指した経験、新しい薬の登場への取組についてご紹介します。

KBIC内にある
高度な医療を提供する
３病院をご紹介！

神戸市立
医療センター
中央市民病院

「最後の砦」を担う中央市民病院の
バックヤードを
のぞいてみた！

神戸低侵襲がん医療センターにおける
がん治療（肺がん編）
神戸低侵襲がん医療センター

心臓クイズ/大学・研究紹介
兵庫県立大学 神戸情報科学キャンパス

これであなたも心臓博士！？心臓について楽
しく学べるクイズをお届けするほか、大学で
行われている研究内容をご紹介します！

新作！神戸大学クイズラリー/大学・研究紹介
神戸大学統合研究拠点

神戸大学は創立120周年！新作のクイズラ
リーにチャレンジ！統合研究拠点で実施中
の「要注目！」な研究内容もご紹介します！

コロナウイルスについて学んでみよう/大学・研究紹介
甲南大学フロンティアサイエンス学部

誰もが正しく理解したいコロナウイルス。でも、
テレビなどではよくわからない！？そこで、甲南
大生が面白く学べるコンテンツをお届けします！

サイエンスアゴラ in KOBE
科学技術振興機構（JST）

科学の力で社会課題を解決する事例
をご紹介！高校生の皆さんによる活動
もご紹介しています。

講師：呼吸器腫瘍内科部長 秦 明登

ビーム（陽子線）で
がん治療・専門職のお仕事紹介
兵庫県立粒子線医療センター附属
神戸陽子線センター

「知ることから始めるヘルスケア」
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完全事前申込制パソコンやスマホからの
申込者多数の場合は抽選。申込期間：9/16(金）14：00～10/11(火）17：00まで

事前申込みをされていない方は、イベントに参加できません。

講義＋展示見学

展示

日本医師会治験促進センターキャラクター ちけん君

現地イベントに参加すると展示ブースにもご参加いただけます！

お薬ができるまでを知ろう！
日本医師会 治験促進センター

日本医師会は「お薬ができるまで」に必要な
「治験について」等をちけん君と説明します。

（申込者多数の場合は抽選）
※申込開始：9/20（火）10：00～

※申込開始：9/20（火）10：00～

オンライン開催での主なイベントをご紹介！！PICK UP

29日（土）
10：00スタート！※一部イベントは申込開始日が異なります

※30日のみ開催予定、事前申込あり、当日参加もOK！　※申込開始：9/20（火）10：00～


