
2020 年度 技術士 第一次・第二次試験合格者 祝賀会のご案内（案） 
公益社団法人日本技術士会 茨城県支部 

  支部長 高橋 正衛 

 

技術士第一次・第二次試験の合格おめでとうございます。この度日本技術士会茨城県

支は 2020 年度合格者の祝賀会を開催致します。当合格者祝賀会は、コロナウイルス感

染防止策を考慮した開催とした会場か、又は ZOOM オンラインか選び、ご承知ください。 

第一次・第二次試験合格者と先輩技術士との交流を深める良い機会になりますので、

是非とも同僚・知り合いの合格者にも声を掛けていただいて、ご参加ください。 

なお 2020 年度 技術士第一次・第二次試験合格者は、参加費無料です。 

 

１．日時 ：2021 年 6 月 26 日（土） 13：30 ～ 17：00 
２．場所 ：●ZOOM によるオンライン開催 

●ワークプラザ勝田 2F 研修室 2 

〒312-0001 茨城県ひたちなか市大字東石川１２７９番地 

      TEL 029-275-8000（代） 

http://www.workplaza.or.jp/ 

３．スケジュール 

 （１）茨城県支部の活動紹介             （13：30～14：00） 

    公益社団法人日本技術士会茨城県支部 支部長  

技術士（電気電子部門）  高橋 正衛氏 

 （２）講演会・討論会                 （14：30～16：30） 

    ●演題：『技術士第二次試験受験体験について』 

     講師：  

・東日本旅客鉄道株式会社        技術士（電気電子）吉田史生氏 

・日立建機株式会社           技術士（機械）  佐藤謙輔氏 

・国土交通省              技術士（建設）  齋藤良章氏
 ●討論： 

      ・パネラー； 

講師  3 名（吉田氏、佐藤氏、齋藤氏） 

      ・司会： 

          株式会社日立ハイテク          技術士（電気電子）山本恵一氏 

 （３）合格者挨拶                    （16：30～16：50） 

  （４）その他                     （16：50～17：00） 

 なおコロナウイルス感染防止策により飲食による祝賀は、中止と致します。 

４．参加者： 

●会場：28 名（先着順限定） 

●ZOOM オンライン参加：50 名（先着順限定） 

５．参加費および集金： 

   5.1 参加費： 

◆ 2020 年度の技術士第一次・第二次試験合格者: 無料 

◆ 会員・準会員技術士、一般:    講演会 1,000 円 

◆ 非会員の技術士 :        講演会 2,000 円 

5.2 集金方法： 

下記にて行いますので、ご注意願います。 

（１）会場参加者： 当日、会場で徴収いたします。 

（２） ZOOM オンライン参加者：別途メールにて振り込み口座番号をお知らせします。 

６．申込の方法： 

6.1 会場参加の場合: 

     （１）統括本部 HP の CPD 行事から申込み願います。 

https://www.engineer.or.jp/kaiin/dmsw0200.php#month06 

または公益社団法人日本技術士会 茨城県支部 事務局へ Fax でお願いします。 



Fax：029-265-555 

（２）申込期限： 2021 年 6 月 11 日（金) 

 

6.2 ZOOM オンライン参加の場合: 

《仮参加申込みの場合》 

（１）日本技術士会 HP会員コーナ「CPD 行事等予定欄」より申請。 

https://www.engineer.or.jp/kaiin/dmsw0200.php#month06 

         または FAX にて申請（茨城県支部 HP より申込用紙をダウンロード 

して記入） 

        https://www.engineer.or.jp/c_shibu/ibaraki/ 
（２）申込期限：2021 年 6 月 11 日（金) 

    《参加決定》 

・茨城県支部からの銀行振り込み依頼し、確認後に本参加とします。 

   ・本参加者に、メールにて招待メールアドレスおよび領収書をお送り致し 

ます。 

７．問合せ先 

公益社団法人 日本技術士会 茨城県支部 事務局 

E-mail：ibaraki@engineer.or.jp      Fax：029-265-555 

担当 小林守 

以 上

 

以下に、茨城県支部の主な活動を掲載致します。 

 
 

次に、茨城県支部の会報の URL アドレスを示します。 

https://www.engineer.or.jp/c_shibu/ibaraki/topics/002/002435.html 

                                   以 上 
 

 

 

 

 



締切日：2021 年 6月 11 日(金) 

E-mail：ibaraki@engineer.or.jp  

Fax  ：029-265-5558 
 

茨城県支部 事務局 宛 

2020 年度 技術士第一・二次試験合格者祝賀会 参加申込書 
 
１．日時 ：2021 年 6 月 26 日（土） 13：30 ～ 17：00 
２．場所 ：ワークプラザ勝田 2F 研修室 2 

〒312-0001 茨城県ひたちなか市大字東石川１２７９番地 
      TEL 029-275-8000（代） http://www.workplaza.or.jp/ 

３．スケジュール 
 （１）茨城県支部の活動紹介             （13：30～14：00） 
    公益社団法人日本技術士会茨城県支部 支部長  技術士（電気電子部門）  高橋正衛氏 
 （２）講演会・討論会                 （14：30～16：30） 
   ①演題：『技術士第二次試験受験体験について』 
     講師：  

・東日本旅客鉄道株式会社        技術士（電気電子）吉田史生氏 
・日立建機株式会社           技術士（機械）  佐藤謙輔氏 
・国土交通省              技術士（建設）  齋藤良章氏 

②討論： 
      ・パネラー；講師  3名（吉田氏、佐藤氏、齋藤氏） 
      ・司会： 
          株式会社日立ハイテク          技術士（電気電子）山本恵一氏 
 （３）合格者挨拶および名刺交換             （16：30～16：50） 
  （４）その他                     （16：50～17：00）     
４．参加者：①会場参加 28 名（先着順限定）、ZOOM オンライン参加 50 名（先着順限定） 

５．参加費および集金： 

   5.1 参加費： 

◆ 2020 年度の技術士第一次・第二次試験合格者: 無料 

◆ 会員・準会員技術士、一般:    講演会 1,000 円 

◆ 非会員の技術士 :        講演会 2,000 円 

5.2 集金方法： 

下記にて行いますので、ご注意願います。 

（１）会場参加者： 当日、会場で徴収いたします。 

（２）ZOOM オンライン参加者：別途メールにて振り込み口座番号をお知らせします。 

６．申込の方法： 

6.1 会場参加の場合: 

     （１）統括本部 HP の CPD 行事から申込み願います。 

https://www.engineer.or.jp/kaiin/dmsw0200.php#month06 

または公益社団法人日本技術士会 茨城県支部 事務局へ Fax でお願いします。 

Fax：029-265-555 

（２）申込期限： 2021 年 6 月 11 日（金) 

                     申込日：2021 年 月 日 

氏 名  会社又は機関名  

フリガナ  
部署・役職名  

部門名  

会員の該否 会員・準会員  非会員  一般 （○で何れかを選ぶ） TEL  

新合格者 第一次    第二次     （○で何れかを選ぶ） FAX  

場所 会場参加    ZOOＭオンライン参加       （○で何れかを選ぶ） 

住 所  

E-Mail  

その他 

ご要望等 

 

 

 さらに、ご参加の方は、 本用紙を複写して、ご利用をお願いします。        以 上 


