
新しく

や課題を持つ方

神奈川県支部

ついて

方々か

また参加者から

行事参加申し込みの時に、連絡事項欄に質問

独立/

日 時

場  所

主  催

研修会

    

会  費

         

申込方法

・会員

下さい。

・会員

参加費区分

ご記入の

又は

２０２０

―神奈川県支部入門コース、

新しく技術士登録を受け業務を行おうとする方

や課題を持つ方を対象に、

神奈川県支部にお

ついて「技術コンサルタント開業

から、どのように

参加者から事前に

行事参加申し込みの時に、連絡事項欄に質問

/企業内を問わず業務支援の機会増加を

時 ：  ２０２０

所 ：  産業貿易センター

催 ： 日本技術士会

研修会 ： 司会                    

13：30

    13：40

14：00

       

14：30

   15：10

15：20

16：00

       

16：40

(注) 例年開催している懇談会は、今年度

費 ： 研修会：

         使用テキスト「技術コンサルタント

方法

・会員 ID・PW をお持ちの方は、

下さい。主催者への連絡事項欄にご質問を記載してください。

・会員 ID・PW をお持ちでない方は

参加費区分(正／準会員、未入会技術士

ご記入の上、ご質問

又は FAX:045-

２０年度技

―神奈川県支部入門コース、

技術士登録を受け業務を行おうとする方

対象に、研修会

における業務紹介

「技術コンサルタント開業

どのように顧客を開拓し仕事に繋げたか、

事前に質問を頂き、

行事参加申し込みの時に、連絡事項欄に質問

企業内を問わず業務支援の機会増加を

２０年１２月

産業貿易センター

日本技術士会神奈川県支部

                    

0～13：40

日本技術士会

40～14：00

0～14：30

              

0～15：10

0～15：20  

20～16：00

00～16：40

       

40～17：00

例年開催している懇談会は、今年度

研修会： 正会員・準会員

使用テキスト「技術コンサルタント

をお持ちの方は、

主催者への連絡事項欄にご質問を記載してください。

をお持ちでない方は

正／準会員、未入会技術士

上、ご質問と共に

-210-0338 にてお申し込み下さい

                 

度技術士開業及び業務開拓のための研修会

―神奈川県支部入門コース、

技術士登録を受け業務を行おうとする方

研修会を開催いたします。

紹介の仕組み

「技術コンサルタント開業の手引き

顧客を開拓し仕事に繋げたか、

を頂き、講演内容や

行事参加申し込みの時に、連絡事項欄に質問

企業内を問わず業務支援の機会増加を

月１９日（土

産業貿易センタービル B1F B102

神奈川県支部

                    

開催挨拶

日本技術士会神奈川県支部

県支部での業務紹介の仕組

技術コンサルタント

             

65 才からの独立開業

0  休憩、換気

事務所開設と業務開拓例

独立開業に向けて－開業前にすること、開業後にすること－

質疑応答

例年開催している懇談会は、今年度

・準会員  2,000

使用テキスト「技術コンサルタント

をお持ちの方は、日本技術士会ＨＰ

主催者への連絡事項欄にご質問を記載してください。

をお持ちでない方は、［一般向け

正／準会員、未入会技術士

共に、神奈川県支部事務局宛に

にてお申し込み下さい

神奈川県支部
                 

術士開業及び業務開拓のための研修会

―神奈川県支部入門コース、

技術士登録を受け業務を行おうとする方や

を開催いたします。

の仕組みと、業務開拓

き」を基にポイントを説明し

顧客を開拓し仕事に繋げたか、

講演内容や質疑応答

行事参加申し込みの時に、連絡事項欄に質問を記入

企業内を問わず業務支援の機会増加を志す技術士の

土）  13:30

B1F B102 会議室（横浜市中区山下町

  

                    

神奈川県支部

県支部での業務紹介の仕組

技術コンサルタント開業

        

才からの独立開業

休憩、換気  

事務所開設と業務開拓例

独立開業に向けて－開業前にすること、開業後にすること－

応答        

例年開催している懇談会は、今年度

2,000 円、 未入会技術士

使用テキスト「技術コンサルタント開業

日本技術士会ＨＰ

主催者への連絡事項欄にご質問を記載してください。

［一般向け CPD

正／準会員、未入会技術士)、氏名、

神奈川県支部事務局宛に

にてお申し込み下さい。

神奈川県支部    
                 

術士開業及び業務開拓のための研修会

―神奈川県支部入門コース、CPD 対応―

や、技術士事務所

を開催いたします。

業務開拓の方法や技術士業の悩みの

ポイントを説明し

顧客を開拓し仕事に繋げたか、経験等を紹介していただきます。

質疑応答の中で説明していきます

記入してください。

技術士の皆様の

30～17:00

会議室（横浜市中区山下町

                      

神奈川県支部 支部長   

県支部での業務紹介の仕組   

開業の手引きのポイント

          

  

事務所開設と業務開拓例    

独立開業に向けて－開業前にすること、開業後にすること－

  

         

例年開催している懇談会は、今年度は新型コロナ禍により中止いたします

未入会技術士

開業の手引き」：

日本技術士会ＨＰ「会員向け

主催者への連絡事項欄にご質問を記載してください。

CPD 行事予定］からお申込み下さい。

、氏名、技術部門、連絡先住所、

神奈川県支部事務局宛に Eメール

。

    
                 

術士開業及び業務開拓のための研修会

対応―

事務所を開業し業務開拓に悩

や技術士業の悩みの

ポイントを説明し、次いで、

紹介していただきます。

の中で説明していきます

してください。

皆様の参加をお待ちします。

(受付：13：

会議室（横浜市中区山下町 2 番地）

  北本 達治（化学）

  清水 進

  原 眞一

の手引きのポイント解説

  村木 孝夫

  横田 英靖

  熊澤 壽人

独立開業に向けて－開業前にすること、開業後にすること－

  畠山 晶（応用理学）

  講師全員

コロナ禍により中止いたします

未入会技術士  3,000 円

：500 円                 

「会員向け CPD行事予定」

主催者への連絡事項欄にご質問を記載してください。

からお申込み下さい。

、連絡先住所、

メール kanagawa@engineer.or.jp

                 

術士開業及び業務開拓のための研修会

を開業し業務開拓に悩

や技術士業の悩みの解決

、次いで、先輩技術士

紹介していただきます。

の中で説明していきます。

参加をお待ちします。

：00～13：30)

番地）

達治（化学）

進

眞一 （応用理学

解説

孝夫（環境）

英靖 (機械)

壽人(情報工学

独立開業に向けて－開業前にすること、開業後にすること－

晶（応用理学）

講師全員

コロナ禍により中止いたします

円

                 

行事予定」からお申込み

からお申込み下さい。または、

、連絡先住所、E-Mail、

anagawa@engineer.or.jp

を開業し業務開拓に悩み

解決法等に

先輩技術士の

紹介していただきます。

参加をお待ちします。

30)

達治（化学）

応用理学）  

）

情報工学)

独立開業に向けて－開業前にすること、開業後にすること－

晶（応用理学）

コロナ禍により中止いたします。   

                 

からお申込み

または、

、Tel を

anagawa@engineer.or.jp

                                           



・申込受付後、会費の銀行振込み依頼メールが神奈川県支部事務局から届きます。振込み料

はご負担をお願い致します。ご欠席の場合は払い戻しせず、使用テキストを連絡先住所に

お送りいたします。

＊いただいた個人情報は、本企画の運用以外には使用致しません。

申込締切り ： 12 月 9 日（水）  定員：40 名で締め切ります。

お問合せ先 ： 日本技術士会 神奈川県支部事務局 TEL：045-210—0337

参加時のお願い

・会場では、新型コロナウイルス対策を十分講じたうえで開催します。

･ 新型コロナウイルス感染予防対策として、出席の際は必ずマスクを持参着用いただき

発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は参加をお控え下さい。

・新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては開催の延期・中止となる場合があり

ます。その場合は、別途ご案内します。

会場案内図


