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会議名 開催会場 参加者数 国内受入団体または連絡先 参加区分

3日 平成26年度京都府戦没者追悼式 国立京都国際会館 1,340 京都府健康福祉部福祉・援護課 関係者

4日 特別支援教育セミナー（シンポジウム） 京都教育大学 100 特別支援教育臨床実践センター 一部一般

5日 「『繻子の靴』上演のための実践的研究」 京都芸術劇場 春秋座 150 京都造形芸術大学 共同利用共同研究拠点事務局 一般

8日
『しあわせな日々』ベケットをよりよく知るための関連レクチャー「現代に
おけるベケットへのアプローチ」

京都造形芸術大学 人間館NA102 50 京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター 一般

8日 第２２回全旅連青年部全国大会・都プロジェクトｉｎ京都 みやこめっせ 1,500 全旅連青年部全国大会実行委員会 関係者

11日 特別支援教育セミナー（講演会） 京都教育大学 100 特別支援教育臨床実践センター 一部一般

11日
京都産業大学文化学部　京都文化学科開設記念　リレー対談講座「京都学事
始め」　「琳派とわたし」

京都産業大学　むすびわざ館 100 京都産業大学　文化学部 一般

11～13日 第20回 京の匠 建築家展 国立京都国際会館 20 株式会社　かわな工業

12日 晴風会 国立京都国際会館 100 晴風会 関係者

12～13日
タデウシュ・カントル生誕100周年記念事業プレイベント「レクチャー&シ
ンポジウム」

京都芸術センター講堂 100 京都市立芸術大学 一般

13日 第34回独立講演会 国立京都国際会館 600 株式会社独立総合研究所 関係者

14日 第17回トランスグルタミナーゼ研究会学術集会 国立京都国際会館 32 トランスグルタミナーゼ 関係者

14日
『しあわせな日々』ベケットをよりよく知るための関連レクチャー「現代演
劇の「演出」―ジャンルを横断するベケット」

京都造形芸術大学 人間館NA404 50 京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター 一般

15～17日 テクニカルコミュニケｰションシンポジウム2014 京都リサーチパーク 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 関係者

18日 第１２回日本医療バランスト・スコアカード研究学会学術総会 京都テルサ 600 事務局（一般財団法人長岡記念財団　財団本部） 関係者

19日 2014年度第12回ＳＤフォーラム キャンパスプラザ京都 180 大学コンソーシアム京都 一部一般

24～25日 第４０回全日本教育工学研究協議会全国大会京都大会 京都テルサ 600 全日本教育工学研究協議会全国大会京都大会実行委員会 関係者

24～26日 第55回京都ユネスコ協会自然観察展 国立京都国際会館 600 京都ユネスコ協会
一般

（当日参加可能）

25日 市民公開講座 京都リサーチパーク 150 大塚製薬㈱ 関係者

25～26日 第21回 京の匠 建築家展 国立京都国際会館 20 株式会社　かわな工業

26日 京都の大学「学び」フォーラム 2014
同志社大学　今出川キャンパス　良心

館
200 京都高大連携研究協議会 一般

（高校生,保護者,教員）

26日 同志社大学英文学会　2014年度年次大会
同志社大学今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ　明徳館１番

教室
200 同志社大学英文学会 一部一般

28日 健康文化講演会 みやこめっせ 300 一般財団法人京都府市町村職員厚生会 一部一般

30～31日 電子デバイスフォーラム京都 京都リサーチパーク 一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 （NEDIA） 関係者

31日
『しあわせな日々』ベケットをよりよく知るための関連レクチャー「『しあ
わせな日々』の翻訳―ことばの可能性について」

京都造形芸術大学内 50 京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター 一般

1日 第196回近畿外科学会 京都テルサ 400 近畿外科学会運営事務局 関係者

1日 オムロン文化フォーラム 京都リサーチパーク オムロン文化フォーラム 一般

1日 古典の日推進フォーラム2014 国立京都国際会館 1,812 古典の日推進委員会 一般（事前申込要）

4日
『しあわせな日々』ベケットをよりよく知るための関連レクチャー「ベケッ
トが現れたとき―1950年代前衛演劇」

京都造形芸術大学内 50 京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター 一般

6日 第52回　全国小学校社会科研究協議会研究大会　京都大会 国立京都国際会館 1,000 京都市小学校社会科教育研究会

8日 第二回 同志社校友会 大懇親会 国立京都国際会館 1,500 同志社校友会

8日
京都産業大学文化学部　京都文化学科開設記念　リレー対談講座「京都学事
始め」　「織部と薮内家の茶の湯」

京都産業大学　むすびわざ館 100 京都産業大学　文化学部 一般

9日 京都ノートルダム女子大学裏千家茶道部秋季茶会 国立京都国際会館 80 京都ノートルダム女子大学　裏千家茶道部 一部一般

9日 市民向け健康シンポジウム（仮） みやこめっせ 2000 京都府医療推進協議会 一般

15日 京信JOC文化祭「和魂商祭」 みやこめっせ 2,000 京信ジュニア・オーナー・クラブ 一部一般

15日 シンポジウムと上演「観阿弥の「白髭の曲舞」と能『白鬚』」 京都芸術劇場 春秋座 400 京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター 一般

15～16日
学研ナーシングセミナーImSAFER（アイエムセイファー）によるヒューマ
ンエラー事例分析

京都リサーチパーク 80 学研メディカル秀潤社 関係者

22～23日 日本看護技術学会第１３回学術集会 京都テルサ 600 日本看護技術学会 本部事務局 関係者

23日 日本フィヒテ協会第３０回大会 同志社大学室町ｷｬﾝﾊﾟｽ寒梅館 82 日本フィヒテ協会

23日 メディカ出版看護セミナーもう一度基本から理解する血液透析 京都リサーチパーク 120 ㈱メディカ出版 関係者

29日 第55回日本視能矯正学会 国立京都国際会館 2,000 神戸大学医学部付属病院 関係者

29日 第12回日本乳癌学会近畿地方会 みやこめっせ 400 日本乳癌学会近畿地方会 関係者

30日 京都コンシューマーフェスティバル2014 みやこめっせ 1,000 京都市消費生活総合センター 一般

30日 オムロン文化フォーラム 京都リサーチパーク 200 オムロン文化フォーラム 一般

4～6日 第４１回日本マイクロサージャリ―学会学術集会 京都テルサ 600 運営事務局（ACプランニング） 関係者

5日 第12回　高大連携教育フォーラム キャンパスプラザ京都 2000～3000 京都高大連携研究協議会 一般

5～6日 第31回臨床フリーラジカル会議 けぶり河 70 臨床フリーラジカル会議 一部一般

6日 第17回京都市PTAフェスティバル 国立京都国際会館 4,000 京都市教育委員会 関係者

6日 世界遺産「古都京都の文化財」登録20周年記念シンポジウム 国立京都国際会館 500 世界遺産「古都京都の文化財」登録20周年記念事業実行委員会

6日 文化史学会大会 同志社大学新町キャンパス 65 文化史学会 一部一般

6日 「新世代のがん分子標的戦略シンポジウム」 国立京都国際会館 700 京都京都府立医科大学 一般
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6日 第32回　日本麻酔・集中治療テクノロジー学会 青蓮会館 100 日本麻酔・集中治療テクノロジー学会 関係者

6～7日 日本中世英語英文学会第30回大会 同志社大学今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ良心館 155 日本中世英語英文学会 関係者

7日 メディカ出版看護セミナー自信を持って実践できる！母乳育児支援 京都リサーチパーク 120 ㈱メディカ出版 関係者

7日 第10回　京都から発信する政策研究交流大会 キャンパスプラザ京都 500 一般

12～13日 第２１回日本介護福祉士会全国大会 京都テルサ 600 公益社団法人日本介護福祉士会 関係者

13日 リカレント学習講座 みやこめっせ 120 京都府立大学 一般

13日
京都産業大学文化学部　京都文化学科開設記念　リレー対談講座「京都学事
始め」　「いけばなの心」

京都産業大学　むすびわざ館 100 京都産業大学　文化学部 一般

13日 京都大学生態学研究センター・シリーズ公開講演会（仮） みやこめっせ 100 京都大学生態学研究センター 一般

13～14日 第12回日本機能性食品医用学会総会 国立京都国際会館 250 京都府立医科大学 関係者

13～14日 平成２６年度認知症サポート医養成研修会 国立京都国際会館 130 独立行政法人国立長寿医療研究センター 関係者

20～21日
日本糖尿病療養指導士認定機構主催第12回認定更新者用講習会（平成26年
度）

国立京都国際会館 400 日本糖尿病療養指導士認定機構 関係者

20日 第23回日本環境教育学会関西支部研究大会 京都教育大学 100 日本環境教育学会関西支部 一部一般

12月


