
技術士第一次試験合格者歓迎会開催一覧 
東京会場（本部主催） 
日時 平成 19 年 1月 27 日(土）13：00～19：15（定員 250 名。事前申込先着順。） 

会場 フォーラムエイト（渋谷区道玄坂 2-10-7 TEL：03-3780-0008）  

会費 5,000 円（当日、会場にてお支払い下さい。）  

お問合せ先及びお申込み先(社)日本技術士会 事務局 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-20 田中山ビル８階  

TEL：03-3459-1331，FAX：03-3459-1338，URL：http//www.engineer.or.jp/ お申込みは当会 HP からまたはＦＡＸにてお願い致します。

※申し込み受付の返信は致しませんので、特にご連絡がなければ、そのまま会場にお越し下さい。 

部会主催機械部会（技術士第二次試験合格者と合同） 

日時 平成 19 年 4月 13 日(金）18：00～20：00 

会場 葺手第二ビル５階 日本技術士会会議室（港区虎ノ門 4-1-21） 

会費 無料（新合格者） 

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：abetuwaoΣpoppy.ocn.ne.jp 

電気電子部会（技術士第二次試験合格者と合同） 
日時 平成 19 年 4月 19 日(木）祝賀会 18：00～ 

会場 葺手第二ビル５階 日本技術士会会議室（港区虎ノ門 4-1-21） 

会費 未定  

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：a3023Σn-koei.co.jp (幹事 薄井)，y7100Σn-koei.co.jp(大類) 

化学部会（技術士第二次試験合格者と合同） 
日時 平成 19 年 5月 24 日(木）13：00～19：30 

会場 葺手第二ビル５階 日本技術士会会議室（港区虎ノ門 4-1-21） 

会費 無料（新合格者）  

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：mf.petroΣnifty.com（藤田） 

金属部会（技術士第二次試験合格者と合同） 
日時 平成 19 年 4月 18 日(水）討論会 13：00～17：00 歓迎会 18：10～20：00（歓迎会のみの参加も可） 

会場 ニューオータニイン東京 4 階 「かえでの間」（品川区大崎 1-6-2） 

会費 2,000 円  

お問合せ先及びお申込み先 TEL：03-3588-8555, FAX：03-3588-8558（山崎） 

森林部会（技術士第二次試験合格者と合同） 
日時 平成 19 年 4月 24 日(火）講演会 15：00～、祝賀会 17：00～ 

会場 スクワール麹町（千代田区麹町 6-6 TEL：03-3234-8739） 

会費 無料（新合格者）  

お問合せ先及びお申込み先 TEL：03-3261-5281（阿部） 

経営工学部会（技術士第二次試験合格者と合同） 
日時 平成 19 年 3月 2日（金）祝賀会 18：00～20：30 

会場 葺手第二ビル５階 日本技術士会会議室（港区虎ノ門 4-1-21） 

会費 無料（新合格者以外は会員 2,000 円 非会員 3,000 円） 

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：QZD12223Σnifty.ne.jp,FAX 042-771-6310(関) 

情報工学部会 
日時 平成 19 年 1月 26 日（金）部会 18：00～20：00 歓迎会 20：00～21：00 

会場 機械振興会館 研修室 1（港区芝公園 3-5-8） 

会費 歓迎会：無料 部会参加費 1,000 円 

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：matsuura.katsuhiroΣnihondengi.co.jp, FAX 03-5624-1240（松浦） 

応用理学部会 
日時 平成 19 年 5月 15 日（火）18：30～20：30 

会場 葺手第二ビル５階 日本技術士会会議室（港区虎ノ門 4-1-21） 

会費 無料 

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：tyoshiΣt04.itscom.net，FAX：044-755-5009（吉川） 

生物工学部会（東京会場） 
日時 平成 19 年 1月 20 日（土）顔合わせ会 14：30～ 

会場 葺手第二ビル５階 日本技術士会会議室（港区虎ノ門 4-1-21） 

会費 無料（新合格者） 

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：boroben29Σnifty.com（平井） 

生物工学部会（大阪会場） 
日時 平成 19 年 2月 10 日（土）顔合わせ会 14：00～18：30（懇親会 16：30～18：30） 

会場 (財)大阪科学技術センター603 号室（大阪市西区靭本町 1-8-4） 

会費 3,000 円 

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：iizuka.hirohitoΣwako-chem.co.jp, pyxis@coral.ocn.ne.jp (飯塚) 

環境部会 
日時 平成 19 年 1月 25 日（木）18：30～20：45 

会場 葺手第二ビル５階 日本技術士会会議室（港区虎ノ門 4-1-21） 

会費 2,000 円   

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：kankyou001Σml-d3.infoseek.co.jp（赤澤）            



原子力・放射線部会 新技術士講習会（技術士第二次試験合格者と合同） 

日時 平成 19 年 3月 9日（金）13：30～17：30 

会場 葺手第二ビル５階 日本技術士会会議室（港区虎ノ門 4-1-21） 

会費 2,000 円                                                

お問合せ先及びお申込み先Ｅ-mail：asanoΣspring8.or.jp(浅野)               
 

支部主催 

札幌会場 

日時 平成 19 年 1月 31 日（水）ガイダンス 18：00～18：30、歓迎会 18：30～20：30 

会場 ＫＫＲホテル札幌（札幌市中央区北 4条西 5丁目 TEL：011-231-6711） 

会費 3,000 円 

お問合せ先及びお申込み先 北海道支部事務局 TEL：011-801-1617，FAX：011-801-1618, Ｅ-mail：jimukyokuΣipej-hokkaido.jp 

お申込みは、1/26 迄に上記北海道支部事務局に、お電話、ＦＡＸまたはＥ-mail にて、お願い致します。 

仙台会場 

日時 平成 19 年 2月 3日（土)ガイダンス 13：30～16：45、歓迎会 17：00～18：30  

会場 みやぎ婦人会館（仙台市青葉区錦町 1-1-20 TEL：022-222-7721） 

会費 ガイダンス：無料、歓迎会：1,500 円 

お問合せ先及びお申込み先 東北支部事務局 TEL：022-723-3755，FAX：022-723-3812  

お申込みは、上記東北支部事務局に、ＦＡＸにてお願い致します。 

新潟会場 

日時 平成19年2月3日（土)ガイダンス及び交流会 13：30～17：20  

会場 技術士センタービル８Ｆ会議室（新潟市新光町10-2）  

会費 2,000円 

お問合せ先及びお申込み先 北陸支部事務局 TEL：025-281-2009，FAX：025-281-2029, Ｅ-mail：gijyutsuΣrose.ocn.ne.jp 

お申込みは、上記北陸支部事務局に、ＦＡＸまたはE-mailにてお願い致します。 

金沢会場（技術士第二次試験合格者と合同） 

日時 平成 19 年 3月 10 日（土)ガイダンス 15：00～17：00、祝賀会 17：30～19：30  

会場 ガイダンス：研修センター労済会館（金沢市西念 1-12-22 TEL：076-223-5911） 

会場 祝賀会：金沢全日空ホテル（金沢市昭和町 16-3 TEL：076-224-6111） 

会費 ガイダンス：1,000 円、祝賀会：3,000 円 

お問合せ先及びお申込み先 北陸支部 石川事務所 TEL：076-243-8258，FAX：076-243-0887, Ｅ-mail：m-okanishiΣnihonkai.co.jp 

お申込みは、上記北陸支部石川事務所に、ＦＡＸまたは E-mail にてお願い致します。 

名古屋会場（技術士第二次試験合格者と合同） 

日時 平成 19 年 3月 3日（土）説明会 12：00～12：40、ﾌｫｰﾗﾑ 12：50～14：50、記念講演 15：00～17：00、懇親会 17：00～19：30  

会場 説明会：名鉄ニューグランドホテル（名古屋市中村区椿町 6-9 TEL：052-452-5511（代））  
会費 説明会・ﾌｫｰﾗﾑ・記念講演：無料、懇親会：5,000 円  

お問合せ先及びお申込み先 中部支部事務局 TEL：052-571-7801，FAX：052-533-1305, Ｅ-mail：g-chubuΣasahi-net.email.ne.jp  

お申込みは、上記中部支部事務局に、ＦＡＸまたはＥ-mail にて、お願い致します。  

大阪会場 

日時 平成 19 年 3月 3日（土）講演会 13：30～16：45、祝賀交歓会 17：00～19：00  

会場 (財)大阪科学技術センター（大阪市西区靱本町 1-8-4 TEL：06-6443-5324） 

会費 3,000 円 

お問合せ先及びお申込み先 近畿支部事務局 TEL／FAX ：06-6444-3722，Ｅ-mail：peΣipej-knk.jp, 

URL：http://www.ipej-knk.jp お申込みは、上記近畿支部事務局にＦＡＸ、Ｅ-mail またはＨＰからお願い致します。  

広島会場（定員 150 名。事前申込先着順。） 

日時 平成 19 年 2月 10 日（土）講演会 13：30～16：30、歓迎会 16：30～18：00  

会場 広島グランドインテリジェントホテル（広島市南区京橋町 1-4 TEL：082-263-5111） 

会費 講演会：1,000 円、歓迎会：3,000 円（修習技術者）、5,000 円（技術士） （当日、会場にてお支払い下さい。） 

お問合せ先及びお申込み先 中・四国支部事務局（〒730-0017 広島市中区鉄砲町 1-20 第 3 ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ 6 階）  

TEL：082-511-0305，FAX：082-511-0309，Ｅ-mail：ipej-hiroΣrapid.ocn.ne.jp  

お申込みは、1/31 迄に上記中・四国支部事務局に、ＦＡＸ、郵送またはＥ-mail にて、お願い致します。  

福岡会場（技術士第二次試験合格者と合同） 

日時 平成 19 年 3月 17 日（土）研鑚会 13：00～17：00、祝賀会 17：20～19：00  

会場 博多パークホテル （福岡市博多区博多駅前 4-11-11 TEL：092-451-1151） 

会費 研鑚会：2,000 円、祝賀会：3,000 円（但し新技術士補＝一次試験合格者は、1,000 円） 

お問合せ先及びお申込み先 九州支部事務局 TEL：092-432-4441，FAX：092-432-4443, Ｅ-mail：engineerΣjoho-fukuoka.or.jp  

お申込みは、上記九州支部事務局に、ＦＡＸまたはＥ-mail にて、お願い致します。 

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの@をΣに変えて掲載しています。 

お申込みの際には、「氏名」、「合格技術部門」、「連絡先住所・電話番号等」をご記入下さい。 

詳細・追加情報等は日本技術士会ホームページにてご案内致します。 URL:http//www.engineer.or.jp/ 


