
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

１日 京都精華大学2014年度入学式 国立京都国際会館 2,100 京都精華大学 関係者

１日 2014年度　いろは出版株式会社入社式 国立京都国際会館 100 いろは出版株式会社 関係者

１日 第１５回京都消化器カンファレンス 芝蘭会館　別館 40 アストラゼネカ（株） 関係者

５日 第９回京滋呼吸器リサーチフォーラム 芝蘭会館　別館 40 帝人ファーマ（株） 関係者

８日 第１３回 Kyoto Orthopaedic  Seminar 芝蘭会館　山内ホール 80 小野薬品工業（株） 関係者

１３日 春爛漫茶会 国立京都国際会館 62 松栄会 関係者

１３日 第24回日本気管食道科学会認定気管食道科専門医大会 国立京都国際会館 関西医大耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

１７日 iPS  and  Stem  in  Cancer  Reserach 芝蘭会館　稲盛ホール 150 京都大学医学研究科がんプロフェショナル事務室 関係者

１７日～１９日 第43回日本脊椎脊髄病学会学術集会 国立京都国際会館 2,000 和歌山県立医科大学整形外科学教室 関係者

１９日 シンポジウム・シリーズ　明るく楽しい少子高齢化への道筋　第４回 芝蘭会館　山内ホール 100 京都大学経済研究所　　矢野　誠　教授 関係者

１９日～２０日 第7回 日本英語学会　国際春季フォーラム
同志社大学

今出川キャンパス（良心館）
80 日本英語学会 関係者

２０日 国際交流セミナー心のつながる時
京都市国際交流会館

イベントホール
（一財）京都国際文化協会 一般

２０日 外国人歓迎会
京都市国際交流会館

特別会議室
（一財）京都国際文化協会 一般

２２日 画像診断初期セミナー 芝蘭会館別館 70 第一三共（株） 関係者

２７日 箸袋趣味の会全国大会 国立京都国際会館 60 箸袋趣味の会 関係者

２９日 第57回（平成26年春）宝松庵茶会 国立京都国際会館 600 公益財団法人　国立京都国際会館
一般

(事前申込要)

３日
鄭周河写真展オープニングトーク　鄭周河（写真家）×徐京植（作家）×
河津聖恵（詩人）

立命館大学
衣笠キャンパス

150 立命館大学国際平和ミュージアム 一般

９日～１１日 第26回日本アレルギー学会春季臨床大会 国立京都国際会館 4,000 福井大学 会員

１０日 日本アメリカ文学会関西支部　支部総会及び講演
同志社大学

今出川キャンパス（良心館）
115 日本アメリカ文学会関西支部

１０日 泌尿器科マンスリーミーティング 芝蘭会館別館 40 バイエル薬品（株） 関係者

１１日 文化講演会ー芸能フォーラム 芝蘭会館　稲盛ホール 200 京都大学大学院人間・環境学研究科　田村　類　教授 関係者

１４日～１６日 第２３回環境化学討論会 芝蘭会館本館、別館 300 京都大学科学環境センター 関係者

１５日 一の会の茶会 国立京都国際会館 40 一の会 関係者

１７日～１８日 日本刑法学会　第92回大会
同志社大学

寒梅館ハーディホール・良心館
1,168 日本刑法学会

２０日 画像診断初期セミナー 芝蘭会館別館 70 第一三共（株） 関係者

２１日～２３日 第５８回システム制御情報学会研究発表講演会 京都テルサ 400 システム制御情報学会 関係者

２３日 京滋がん薬物療法懇話会 芝蘭会館　稲盛ホール 80 大鵬薬品工業（株） 関係者

２４日 社会経済史学会　第83回全国大会
同志社大学

今出川キャンパス
300 社会経済史学会

２５日 メディカ出版看護セミナー
京都リサーチパーク

バズホール
180 ㈱メディカ出版 一般

２７日～３１日 第31回強誘電体応用会議 コープイン京都 240 強誘電体応用会議

３０日～３１日 社団法人日本音響学会　聴覚研究会
同志社大学

京田辺キャンパス医心館
81 社団法人日本音響学会

30日～6月1日 日本鋳造工学会　第164回全国講演大会 みやこめっせ 公益社団法人日本鋳造工学会 関係者

３１日 メディカ出版看護セミナー
京都リサーチパーク
サイエンスホール

120 ㈱メディカ出版 一般

４日 第１１回神経内科の基礎と臨床 芝蘭会館別館 50 日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 関係者

７日 IVR（法哲学・社会哲学国際学会連合）・日本支部
同志社大学

今出川キャンパス神学部礼拝堂
91 IVR日本支部

９日 第１６回京都心血管代謝セミナー 芝蘭会館別館 50 興和創薬（株） 関係者

７日
鄭周河写真展トークセッション　高橋哲哉（東京大学教授哲学）×庵逧由
香（立命館大学准教授・朝鮮史）

立命館大学　衣笠キャンパス 150 立命館大学国際平和ミュージアム 一般

１１日～１３日 第24回関西高校模擬国連大会 国立京都国際会館 200 京都外大西高等学校 関係者

１４日 機械学会
同志社大学

京田辺キャンパス光喜館
26 日本機械学会

１４日～１５日 日本経済学会　2014年度春季大会
同志社大学

今出川キャンパス良心館
715 日本経済学会

２１日 平成２６年度公益社団法人京都府看護協会定時総会 国立京都国際会館 800 公益社団法人 京都府看護協会 関係者

２１日 国際開発学会 第15回春季大会
同志社大学

新町キャンパス
500 国際開発学会

２１日～２２日 西洋中世学会 第6回大会
同志社大学

今出川キャンパス
125 静養中世学会

２４日 画像診断初期セミナー 芝蘭会館別館 70 第一三共（株） 関係者

２６日～２７日 OBGYN  Japan-Philippines  Program 芝蘭会館本館 100 京大病院産科婦人科 関係者
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