
 

平成 25 年 6 月 28 日 

会員 各位 

 

公益社団法人 日本技術士会 中国本部長 近藤 英樹 

(公社)岡山県支部設立記念式典実行委員長 木口 誠二 

 

 

 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお

礼申し上げます。 

この度、岡山県技術士会は解散し、「公益社団法人 日本技術士会 中国本部 岡山県支部」

（以下、「(公社)岡山県支部」と呼ぶ）が設立されることになりました。これを記念して、

「平成 25 年度 (公社)岡山県支部 年次大会」に併せて、岡山大学大学院岡山大学大学院岡山大学大学院岡山大学大学院    環境生命科学環境生命科学環境生命科学環境生命科学研究科研究科研究科研究科    

教授教授教授教授    西垣西垣西垣西垣    誠誠誠誠    様様様様による『科学技術科学技術科学技術科学技術はははは人人人人をををを助助助助けるものけるものけるものけるもの』と題した記念講演会、更には多方面か

らご来賓をお迎えして「((((公社公社公社公社))))岡山県支部設立記念式典岡山県支部設立記念式典岡山県支部設立記念式典岡山県支部設立記念式典」を盛大に開催することにしましたの

で、皆様方にはご出席を賜りたくお願い申し上げます。 

また、記念式典終了後、引き続き祝賀会を行いますので、ご出席下さいますよう重ねてご案

内申し上げます。誠に勝手ながら、7777 月月月月 22222222 日日日日((((月月月月))))までに下記に示す岡山県支部事務局岡山県支部事務局岡山県支部事務局岡山県支部事務局まで出欠

のご連絡を頂きますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

「「「「((((公社公社公社公社))))岡山県支部岡山県支部岡山県支部岡山県支部    年次大会年次大会年次大会年次大会・・・・記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会・・・・記念式典記念式典記念式典記念式典・・・・祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会」」」」    

 

日   時 ： 平成 25 年 7 月 27 日（土）                   14:00 ～ 19:00 

会   場 ： ホテルグランヴィア岡山 4 F：フェニックス 

〒700－8515  岡山市北区駅元町 1－5 TEL(086)234－7000 

 

次   第 ： 詳細は別紙参照 

１．年次大会  (4 F：フェニックス B・C)    14:00 ～ 14:40 

２．記念講演会 (4 F：フェニックス B・C)    14:45 ～ 15:45 

３．記念式典  (4 F：フェニックス B・C)    15:50 ～ 16:50 

４．祝賀会   (4 F：フェニックス A)       17:00 ～ 19:00 

 

会  費 ：(年次大会・記念講演会・記念式典) 無料、(祝賀会) 7,000 円 

 

※年次大会：本会の公益社団法人への移行（平成 23 年 4 月 11 日）に伴い整備された「地

域組織の設置運営に関する規則」に基づき、公益法人法の趣旨から中国本部や岡山県支

部の予算、決算は統括本部総会で一括審議されることとなり、これまでの「総会」は議

決機関でなくなり、名称も「年次大会」と改めることになりました。 

 

(連絡先) 

公益社団法人 日本技術士会 中国本部 岡山県支部 

〒703－8243 岡山市中区清水 2－5－22  ㈱山陽設計 内（吉村、豊田）  

Tel：086-271-7011  Fax：086-271-7162  E-mail：jimukyoku@pe-okayama.jp 

 

 

 

公益社団法人 日本技術士会 中国本部 岡山県支部 主催 

平成 25 年度 岡山県支部年次大会･記念式典（ご案内） 

記念講演会「科学技術は人を助けるもの」西垣 誠(岡山大学) 



 

((((公社公社公社公社))))岡山県支部岡山県支部岡山県支部岡山県支部    年次大会年次大会年次大会年次大会・・・・記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会・・・・設立記念式典設立記念式典設立記念式典設立記念式典・・・・祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会    次第次第次第次第    

 

 

１．年次大会            (4 F：フェニックス B・C)    14:00 ～ 14:40 

(1) 開会挨拶 

(2) 「平成 25 年度 (公社)岡山県支部 幹事紹介」 

(3) 「平成 25 年度 (公社)岡山県支部 事業計画書」 

(4) 「平成 25 年度 (公社)岡山県支部 予算計画書」 

(5) 閉会挨拶 

 

２．記念講演会          (4 F：フェニックス B・C)    14:45 ～ 15:45  

演    題 ： 「科学技術は人を助けるもの」 

講    師 ： 岡山大学大学院環境生命科学研究科       教授   西垣  誠 氏 

CPD ポイント： 1.0 時間 

※本講演会は(一社)建設コンサルタンツ協会中国支部の後援を頂いており、 

建設コンサルタンツ協会の CPD 認定プログラム(201306110002)に該当します。 

 

３．(公社)岡山県支部設立記念式典 (4 F：フェニックス B・C )    15:50 ～ 16:50 

< 式次第 > 

(1) 式    辞 (公社)日本技術士会 会長 (※平成 25 年 6 月 18 日の定時総会で決定) 

(2) 来賓祝辞 衆議院議員                 逢沢 一郎 様 

衆議院議員(技術士)             斉藤  鉄夫 様 

農林水産省中国・四国農政局      局長  國弘  実 様 

岡山県                知事  伊原木 隆太 様 

岡山市                市長  高谷 茂男 様 

(3) 謝    辞 (公社)岡山県支部設立記念式典実行委員長   木口  誠二 

 

４．祝賀会                    (4 F．フェニックス：A )     17:00 ～ 19:00 

(1) 開会挨拶 (公社)日本技術士会 中国本部 本部長 

 (※平成 25 年 7 月 4 日の理事会で決定) 

  (2) 乾  杯 (公社)日本技術士会                    理事  近藤  英樹 

(3) 来賓祝辞  国土交通省 中国整備局 岡山国道事務所  所長 岩見 吉輝 様 

環境省 中国四国地方環境事務所     所長 築島   明 様 

岡山理科大学             学長 波田  善夫 様 

国立津山工業高等専門学校       校長 則次  俊郎 様 

(4) 来賓紹介  関係団体等 

～ 歓談 ～ 

(5) 祝電披露 

(6) 中締め    (公社)日本技術士会 中国本部       副本部長  渡部  修 

 

 

 

 

 

 



 

 

「ホテルグランヴィア岡山」へのアクセス 

 

 

 

会   場：ホテルグランヴィア岡山 ４Ｆフェニックス   担当 濱 氏 

〒700－8515 岡山市北区駅元町 1－5   TEL(086)234－7000 

 

【アクセス・駐車場】 

１．JR からのアクセス 

〇 電車/ＪＲ岡山駅東口より徒歩 1 分。 

〇 地下街からの連絡通路があります。 

 

２．高速道路からのアクセス 

〇 中国道～神戸 JCT 経由山陽道など～山陽道岡山 IC～岡山市街方面。 

岡山駅を目指し、正面口隣（JR 岡山駅西口とは反対側） 

 

３．ホテル地下駐車場／1 泊￥1,200(税込) 

〇 利用時間 AM6：00～AM1：00 

（夜間 AM1：00～AM6：00 の出庫は出来ません） 

参加者には割引券があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成平成平成平成22225555年度年度年度年度    岡山県支部年次大会岡山県支部年次大会岡山県支部年次大会岡山県支部年次大会・・・・記念式典記念式典記念式典記念式典    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

主催主催主催主催：：：：公益社団法人日本技術士会中国本部公益社団法人日本技術士会中国本部公益社団法人日本技術士会中国本部公益社団法人日本技術士会中国本部    岡山県支部岡山県支部岡山県支部岡山県支部    

    申込申込申込申込ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号：：：：086086086086----271271271271----7162716271627162        

※※※※メールメールメールメール送信可能送信可能送信可能送信可能なななな方方方方はははは、、、、事務局事務局事務局事務局のののの省力化省力化省力化省力化のためのためのためのため、、、、メールによるメールによるメールによるメールによる申込申込申込申込をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

EEEE----mailmailmailmail：：：：jimukyoku@pejimukyoku@pejimukyoku@pejimukyoku@pe----okayama.jpokayama.jpokayama.jpokayama.jp    

    

「「「「平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    岡岡岡岡山県支部年次大会山県支部年次大会山県支部年次大会山県支部年次大会・・・・記念式典記念式典記念式典記念式典」」」」にににに参加参加参加参加をををを希望希望希望希望しますしますしますします。。。。    

□□□□    年次大会年次大会年次大会年次大会にににに    参加参加参加参加するするするする    

□□□□    記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会にににに参加参加参加参加するするするする    

□□□□    記念式典記念式典記念式典記念式典にににに    参加参加参加参加するするするする    

□□□□    祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会にににに        参加参加参加参加するするするする    

※上記について参加するものを■(または☑)にしてください。    

 氏 名 資格(注 1) 区分(注 2) 

申込者  □技術士 □修習技術者 □その他 □会員 □非会員 

技術部門 (注 3) 

勤務先  

連絡先 

住所(注 4)： 会社・自宅 

〒 

 

 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

E-mail： 

注1） 資格は該当するものに○印(または該当しないものを削除)。 

注2） 区分で会員とは日本技術士会会員を指す。該当するものに○印(同上)。 

注3） 資格が技術士か修習技術者の方のみ記入。 

注4） 連絡先は(会社・自宅)のうち該当するものに○印(同上)をして住所等を記入。 

申込者が会員で事務局に登録済の住所等に変更がない場合は省略可能。 

注5） 同行者がいる場合は下記に記入。 

 氏  名 資格(注 1) 区分(注 2) 

    

同行者 

 □技術士 □修習技術者 □その他 □会員 □非会員 

 □技術士 □修習技術者 □その他 □会員 □非会員 

 □技術士 □修習技術者 □その他 □会員 □非会員 

 

問合せ先：公益社団法人 日本技術士会 中国本部 岡山県支部 

〒703－8243 岡山市中区清水 2－5－22  ㈱山陽設計 内（吉村、豊田）  

Tel：086-271-7011  Fax：086-271-7162  E-mail：jimukyoku@pe-okayama.jp 


