
日本技術士会創立60周年記念大会日本技術士会創立60周年記念大会
第38回技術士全国大会（東京）のご案内第38回技術士全国大会（東京）のご案内

大会テーマ
「地球再生へのメッセージ ～ 世界・アジア・日本における技術士の役割 ～」

主　　　催　公益社団法人　日本技術士会
大会事務局　公益社団法人　日本技術士会

創立60周年記念大会　第38回技術士全国大会（東京）　運営委員会
期　　　間　2011年8月25日（木）～8月27日（土）
記念式典・大会会場　経団連会館（東京都千代田区大手町）
関連行事会場　日本技術士会 会議室 他

記念式典・大会日程（予定）
期　日 時　間 内　容 会　場

8月25日
（木）

13：00～17：00
第8回技術者倫理研究事例発表大会
【テーマ】　「地球再生への技術者倫理」～循環型・
サステイナブル社会に向けて～（ＣＰＤ実行委員会）

日本技術士会
葺手第二ビル5階 会議室

（神谷町駅）

13：30～17：20
第7回全国防災連絡会議
【テーマ】　「備えは大丈夫か、明日の大規模地震に」
（防災支援委員会）

日本工営㈱
本社3階 会議室
（四ッ谷駅）

8月26日
（金）

9：00～17：30 大会参加受付 経団連会館 2階ロビー

9：00～16：30 ポスターセッション（個人活動）
パネル展示（組織活動）

経団連会館
ダイヤモンドルーム4階

10：00～12：30 事例発表大会
テーマ 「技術士の活動事例」

経団連会館
国際会議場・2階

（ダイヤモンドルームに
て同時放映）

12：30～13：20 昼食・各自負担、会館内での飲食は禁止です（持込禁止）

13：20～13：25 大会主旨・総括

経団連会館
国際会議場・2階

（ダイヤモンドルームに
て同時放映）

13：25～13：55 支援活動報告会 「東日本大震災に日本技術士会はどう動いたか」

14：00～15：40

記念式典
　・大会運営委員長挨拶
　・会長挨拶
　・来賓祝辞
　・大会宣言
　・特別表彰

15：40～16：40
記念講演 
講演者：石澤良昭氏（上智大学特任教授・前学長）
テーマ 「アンコール・ワットの謎に挑戦」

16：40～17：00 ＜休憩・移動＞

17：00～19：00 交流パーティ
経団連会館
経団連
ホール

10,000円
同伴者：
5,000円

8月27日
（土） 12：30～16：30 青年技術士の集い（青年技術士交流実行委員会） 東工大 蔵前会館

（大岡山駅）

8月27日
（土） 8：30～16：40 テクニカルツアー 「防災」を体験し「歴史、現代施設」を巡る 次頁参照 5,000円

8/26大会参加費（会員・資料代）3,000円
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日本技術士会葺手第二ビル
東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分

＜関連行事会場＞

JR東京駅 八重洲中央口より徒歩5分

第8回技術者倫理研究事例発表大会 第7回全国防災連絡会議 青年技術士の集い

テクニカルツアー 「防災｣を体験し｢歴史、現代施設｣を巡る　（貸切バス・参加費：5，000円）
8/27（土）

　平成23年 3月 11日に発生した東日本大震災で被災
された方々にお見舞い申し上げます。
　テクニカルツアーの開催に際し、当初「歴史と産業を
巡る」「歴史と現代産業科学を巡る」「エネルギーと未来
技術を巡る」の3コースを計画していましたが、この東
日本大震災の影響に伴い、１コースのみとし、防災につ
いての視点を加え、「防災」を体験し「歴史、現代施設」
を巡るといたしました。
　皆様のご参加をお待ちしております。

8：30（集合） 東京駅南口鍛冶橋駐車場発
9：10
↓

11：00
本所防災館

11：20
↓

13：00
昼食（浅草）

13：20
↓

14：20
東京都水道歴史館

15：00
↓

16：00
東京スカイツリー®

16：40（解散） 東京駅着
（見学順の変更の可能性あり、時間は目途）

注）テクニカルツアーについては、最少催行人員に満たない場合、台風など特別な場合は中止することもあります。渋滞など予定時刻を確保できない場合にはコー
ス変更を行なうこともあります。技術士会のHPにてテクニカルツアーについてお知らせしてまいりますので、全国大会のページをご覧ください。

（東京都水道歴史館）（東京都水道歴史館）

（東京スカイツリー）（東京スカイツリー）

（本所防災館）（本所防災館）

押上
本所

本郷



航　空
・同一便に10様以上の参加者さまのご利用がある場合は、以下の団体割引航空券をご利用頂けますのでご案内申し
上げます。
・申込人員が同一便に10名様に満たない場合は別の便への変更をお願いするか、今回設定の団体適用より割増での
ご案内となります。
・記載の航空運賃及び発着時刻は2011年5月現在のものです。改正に伴い変更が生じる場合ありますので予めご承
知おき下さい。
・お申込み後、ご利用便の変更はできません。

区分 搭乗日 搭乗区間 便名 予定時間帯 記号 1人当り

新
千
歳
便

往路

8/24（水） 新千歳～羽田 JAL522便 18:00頃発　/19:35頃着 あ 23,000円
8/25（木） 〃 JAL502便 09:00頃発　/10:35頃着 い 21,500円
8/25（木） 〃 JAL524便 19:00頃発　/20:35頃着 う 23,000円
8/26（金） 〃 JAL502便 09:00頃発　/10:35頃着 え 23,500円

復路
8/26（金） 羽田～新千歳 JAL527便 18:30頃発　/20:05頃着 か 29,500円
8/27（土） 〃 JAL511便 10:30頃発　/12:05頃着 き 23,500円
8/27（土） 〃 JAL529便 19:30頃発　/21:05頃着 く 21,000円

福
岡
便

往路

8/24（水） 福岡～羽田 JAL328便 18:00頃発　/19:40頃着 さ 19,000円
8/25（木） 〃 JAL306便 09:00頃発　/10:40頃着 し 19,000円
8/25（木） 〃 JAL330便 19:00頃発　/20:40頃着 す 19,000円
8/26（金） 〃 JAL306便 09:00頃発　/10:40頃着 せ 21,300円

復路
8/26（金） 羽田～福岡 JAL329便 18:30頃発　/20:15頃着 た 27,500円
8/27（土） 〃 JAL311便 10:30頃発　/12:15頃着 ち 22,200円
8/27（土） 〃 JAL333便 19:30頃発　/21:15頃着 つ 22,200円

宿　泊
・宿泊先ホテルのチェックインタイム及びチェックアウトタイムは、申込まれた後、別途郵送の「確認書」に記載致し
ますがホテル名下部の時間をご参照願います。

ホテル名
（チェックイン／チェックアウト） 最寄り駅 部屋タイプ 申込み

記号
一泊お一人様当り

（注）

八重洲富士屋ホテル
（14：00／11：00） ＪＲ東京駅南口　　徒歩５分 シングル Ａ１ 14,275円

品川プリンスホテル
（14：00／11：00） ＪＲ品川駅西口　　徒歩１分

シングル Ｂ１ 10,605円
ツイン Ｂ２ 9,660円

パールホテル八重洲
（15：00／10：00） ＪＲ東京駅日本橋口　徒歩３分 シングル Ｃ 10,500円

パールホテル茅場町
（15：00／10：00） 東京メトロ茅場町駅　徒歩３分

シングル Ｄ１ 8,400円
ツイン Ｄ２ 7,350円

（注） 宿泊料には｢朝食代金・消費税・サービス料｣が含まれております。
　　8月27日（土）宿泊の場合は料金がＵＰいたします。



お申込方法
お申込締切　　　平成23年7月25日（月）　16：00まで
・お申込は、別紙の申込書をＦＡＸでお願いします。送信先は下記へお願いいたします。

・締切り以降のお申込は原則できません。
・宿泊・航空券等引換券の郵送、ご出発の14日前を予定しております。
・申込締切り後、確認書・請求書をお送りいたしますので、代金は期日までに指定銀行にお振込みください。
・事故防止の為、お申込・変更の連絡は必ずＦＡＸにてお願いいたします。

お取消方法及び返金の方法
・お取消は必ず、文書等（ハガキ・ＦＡＸ）により、東武トラベルまでご連絡下さい。
・返金は所定取消料及び振込手数料を差し引き、大会終了後に振込にて返金します。
お取消の文書に返金先口座をお書き下さい。（銀行名・支店名・普通 /当座・口座番号・口座名義）
・宿泊機関及び東武トラベルが定める取消料は以下の通りです。

お取消料

内　　容
20日前～
11日前まで

10日前～
8日前まで

7日前～
2日前まで

前日 当日
無連絡
不参加

宿泊プラン 20％ 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

航空機特別割引プラン 20％ 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

テクニカルツアー
（日帰り）

無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

東武トラベル「第３８回技術士全国大会」係

FAX　０３－３８３３－２２００

お申込みに関するお問合せ先
東武トラベル（株） 東東京支店
ＴＥＬ ０３－５８０７－７３４１
担当：茂呂

会場案内図（経団連会館）

<大会メイン会場>

公益社団法人日本技術士会
創立60周年記念大会
第38回技術士全国大会（東京）　運営委員会
大会に関するお問合せ先
公益社団法人　日本技術士会 ｢全国大会 ｣係
〒105－ 0001
東京都港区虎ノ門4－1－20　田中山ビル
ＴＥＬ ０３－３４５９－１３３１
ＦＡＸ ０３－３４５９－１３３８
URL：http://www.engineer.or.jp/
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