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ご挨拶 

 平成 23 年度第 17 回西日本技術士研究・業績発表年次大会は、九州本部担当で長崎市にお

いて開催致します。長崎市は皆さまご案内の通り有史以来諸外国との交流の深い港町であり

江戸時代には本邦ただ一つの外国通商の窓口でありました。特に昨年は NHK の大河ドラマ“龍

馬伝”での坂本龍馬や岩崎弥太郎の活躍の舞台としても知名度の高いものがあります。異国

情緒が色濃く残るこの長崎で西日本地区の技術士が相集い、お互いの技術を確認し交流を深

めるのも意義深いものと思われます。今回は発表大会の前日、ロマンあふれる長崎港を一望

出来るグラバー園内で交流会(レセプション)を開くことと致しております。技術士を始め皆

さま多数のご参加をいただきますようご案内申し上げます。   実行委員長 伊藤整一 

 

平成 23年 10月 21日(金) テクニカルツアー    （12:30～16:30） 

12:30 JR長崎駅、駅前集合＆受付 13:00バス発車（時間厳守）  45名 

三菱重工業㈱長崎造船所史料館見学(1 時間)⇒女神大橋（長崎港口に架かる斜張橋、車上見

学）⇒三菱重工業㈱香焼工場見学（1時間）⇒グラバー園、くんち資料館（解散） 

 

平成 23年 10月 21日(金) 交流会（レセプション） （18:30～20:30） 

グラバー園内、旧オルト住宅前庭にて交流会  

グラバー園内には、スコットランド出身のトーマス・ブレーク・グラバーが 1859 年 21 歳の

時開港と長崎に渡来しグラバー商会を開き建てた彼の邸宅や、イングランド出身で製茶業に

より財をなしたウイリアム・オルトの邸宅など数多くの文化財が残っています。今回はその

グラバー園を借りきって夜景の長崎港を一望しながら交流を温めます。 園内を散策したい

方は、交流会前の 18時までの時間をご利用下さい。園の入り口隣には大浦天主堂もあります。 

  グラバー園；長崎市南山手町 8-1 Tel:095-822-8223 JR長崎駅より車で 10分 

 

    グラバー邸 (グラバー園内)             大浦天主堂 

Tel:095-822-8223
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平成 23年 10月 22日（土）式典・発表年次大会     （9:30～16:25） 

 受付：9:00～9:30 長崎ブリックホール 3階 国際会議場前受付 

長崎市茂里町 2-38 TEL:095-842-2002 JR浦上駅より徒歩 5分 

大会  9:30～16:25 国際会議場 

 式典 

主催者挨拶：九州本部長甲斐忠義            9:30～9:35 

来賓挨拶：日本技術士会会長内村好氏          9:35～9:45 

記念講演                       9:50～10:40（50 分） 

演題：「岩崎弥太郎と長崎造船所１５０年のあゆみ」 

講師：三菱重工業長崎造船所史料館 館長横川清氏 

 

論文発表「会員による論文発表」 10:45～16:25（予定） 

10:45～11:15 発表１「最近の自然災害の特徴と防災対策の課題」  九州本部矢ケ部秀美 

11:15～11:45 発表２「東海・東南海・南海地震に備えた津波対策への対応」 

近畿本部石川浩次 

11:45～12:15 発表３「広島湾の高潮災害について」         中国本部宮本伸治 

12:15～13:05 昼食 50 分間（受付にて弁当配布、会場内は飲食禁止） 

13:05～13:35 発表４「浦戸湾の既往最大高潮と津波災害の記録と対策」四国本部島田忠則 

13:35～14:05 発表５「途上国で活きる日本の最先端洪水予測技術」  九州本部小澤剛 

14:05～14:35 発表６「津波災害への備えに関する一考察」      九州本部西井康浩 

   14:35～14:45 休憩 

   14:45～15:10 発表７「東日本大災害に学ぶ企業のサプライチェーン」 近畿本部北村友博 

      15:10～15:40 発表８「特別講演・中米グアテマラのエビ養殖における水産資源と環境保全 

                 に関する研究」 

                       九州本部平成 22 年度論文発表会最優秀賞 山本高久 

15:40～16:05 発表９「特別講演・造船所における主要造船施設の老朽化対策」 

九州本部大橋義美 

16:05～16:15 大会講評取り纏め  九州本部防災委員長 矢ケ部秀美 

16:15～16:20 次回大会開催地代表挨拶 

16:20～閉会挨拶 散会、会場復帰（17 時に会場明け渡し） 

以上 

 

 

TEL:095-842-2002


第 17 回 西日本技術士研究・業績発表年次大会 

 

参加費 

（１）大会・式典（記念講演）（論文集・昼食費込）  5千円 

（２）テクニカルツアー（バス・入場料込）      2千円 

（３）交流会（レセプション・ビュッフェ形式)    5千円 

 

6月 1日より参加申込受付（別紙参加申込書にご記入の上、FAX にて九州本部までお申し込

み下さい） FAX092-432-4443 または下記申込フォームからお申込みいただいても結構です。 

     申込フォーム⇒http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P66718203 

または携帯電話から⇒ 

テクニカルツアーは好評につき 8/1 付け先着順（振込）で定員 45 名となり

締切りました。お申込み（振込）ありがとうございます。 

☆参加費は 9月 30日までに指定口座(参加申込書に記載)宛てお振込下さい。早めのお振込

をお願いします。振込を以って受付確定と致します。 

ご宿泊のお手配は各自でお願いいたします。観光シーズンのため早めのご予約をお勧めいた

します。     次ページに各会場へのアクセス、FAX 参加申込書があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

              お問合わせは       公益社団法人日本技術士会九州本部 

  第 17回西日本技術士研究・業績発表年次大会 実行委員会 

実行委員長 伊藤整一 

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街 7-1 シック博多駅前ビル 203 

Tel:092-432-4441 Fax:092-432-4443 

E-mail: pekyushu@nifty.com  URL:http://www.pekyushu.com  

 

 

 

 

http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P66718203
Tel:092-432-4441
mailto:pekyushu@nifty.com
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各会場へのアクセス 

 

  福岡空港   航空機         関西地区、四国地区、他地域 

   地下鉄 7分   

  JR博多駅   新幹線       中国地区、四国地域 

   

      JR長崎本線 特急約 2時間（特急 2 枚切符 6,000 円、4枚切符 10,000 円） 

       

  JR浦上駅 発表年次大会 22日 9:30～16:25 

 長崎ブリックホール（3F国際会議場）徒歩 5分（下図参照） 

          （長崎空港（大村）からはリムジンバス 50分茂里町下車徒歩 3分） 

     隣接駅 約 3分 

  JR長崎駅 テクニカルツアー 21日 12:30 集合、13時出発～解散 16:30頃 

三菱重工業㈱長崎造船所＆同史料館見学、女神大橋、大浦天主堂、グラバー園 

     長崎駅より車で 10 分 

  グラバー園 交流会 21日 18:30～20:30 園内旧オルト住宅前庭  

 

発表年次大会会場（長崎ブリックホール）案内図 
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九州本部御中 FAX ０９２－４３２－４４４３ 

参加申込書 

メールからも申込可  

   申込フォーム⇒http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P66718203 

携帯電話からの申込フォーム⇒ 

（平成 23年 10月 21日(金)午後及び 22日(土)、於 長崎市） 

氏  名  

技術部門  

会員/非会員 会員  準会員  非会員  （どれかを○で囲む） 

住  所 〒 

電話番号  

メールアドレス  

 

参加行事・参加費用  

月日(曜) 行 事 参加費 ○で囲む 

10月 21日(金) テクニカルツアー 2千円 締切りました 

10月 21日(金) 交流会（レセプション） 5千円 参加  不参加 

10月 22日(土) 式典・年次発表大会 5千円 参加  不参加 

合計参加費用    千円  

お支払方法 

9月 30日までに上記合計参加費用を下記口座へお振込下さい。（口座名義は変更しません） 

振 込 先 預金種別 口座番号 口 座 名 義 

福岡銀行 本店営業部 普通 2146433  （社）日本技術士会九州支部 

（振込手数料は各自ご負担でお願いします。振込を以って受付確定といたします。） 

 

論文申込は５月末を以って締切りました。 

                            以上 

http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P66718203



