
第41回　技術士全国大会（福岡）のご案内

大会テーマ

「技の連携　人・もの・くにづくりのパートナー」
主催：公益社団法人　日本技術士会

第41回技術士全国大会（福岡）実行委員会事務局
TEL：092-432-4441　�FAX：092-432-4443

　　　　　　　　　　　　　　　　期間：2014年 11月 9日（日）～12日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　会場：福岡国際会議場（福岡市博多区石城町2-1　TEL：092-262-4111）

◆ 大会日程

11月 9日（日）

13：30～ 17：00
13：00～ 17：00
12：00～ 17：00
13：30～ 17：00
18：35～ 20：25

第 2回技術者倫理ワークショップ
第10回全国防災連絡会議
青年技術士の集い
各部会（詳細は各部会にお問い合わせ下さい。）
※ウェルカムパーティ
　（博多湾ナイトクルーズ、レストランシップ「マリエラ」）

11月10日（月）

� 9：30～ 12：45
12：45～ 14：00
14：00～ 15：10
15：20～ 16：40

16：40～ 16：55
17：30～ 19：30

技術士活動体験発表会
昼食（13：40～　黒田武将隊によるパフォーマンス）
大会式典：開会挨拶、式辞、来賓祝辞、祝電披露
記念講演「これからの宇宙旅行」
九州大学大学院航空宇宙工学部門教授　麻生　茂　氏
大会宣言、次期開催地報告、閉会挨拶
交流パーティ（福岡サンパレス、パレスルーム）

� 8：45～ 16：35
※�パートナーズツアー：旧伊藤伝右衛門邸、飯塚市歴史資料館、嘉
穂劇場、太宰府天満宮

11月11日（火）
～12日（水）

11日（火）
� 8：45～ 17：15

※�テクニカルツアーＡ（日帰り）：北九州市東田第一高炉史跡広場、
北九州イノベーションギャラリー、北九州エコタウン内工場見学
等

11日（火）
� 8：45～ 17：00
12日（水）
� 9：00～ 16：15

※�テクニカルツアーＢ（1泊2日）：熊本城、阿蘇山及び火山博物館、
八丁原地熱発電所、九重夢大吊橋等、宿泊は阿蘇内牧温泉を予定

※はオプショナル行事です。
注1）日時、内容等につきましては、今後、変更の可能性があります。

後援（予定）：�文部科学省／経済産業省九州経済産業局／農林水産省九州農政局／国土交通省九州地方整備局／
福岡県／福岡市

◆ 参加費用
　　　　　　　　　　　　　2,000円　※大会当日の昼食（弁当・茶）が必要な方は1,000円で承ります。申込用紙にてご予約下さい。
　　　　　　　　　　　　　8,000円（同伴者6,000円）交流パーティ

大 会 参 加 費
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◆ 関連行事としての各部会について
開催予定の部会は下記の通りです。
日時はいずれも11月9日（日）の13：30～ 17：00の範囲ですが、詳細は各部会へ問合せ下さい。

　・建設部会　　　　　　　　　　　　��会場：福岡国際会議場4F会議室
　・上下水道部会、衛生工学部会及び環境部会による合同部会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　��会場：福岡国際会議場4F会議室
　・情報工学部会　　　　　　　　　　��会場：福岡サンパレス4F会議室
　・応用理学部会　　　　　　　　　　��会場：福岡サンパレス4F会議室
　・各部会については無料の予定ですが、資料代等が必要になる場合があります。各部会へご確認ください。

◆ 技術士活動体験発表会
日時：11月10日（月）9：30～ 12：45　会場：福岡国際会議場3Fメインホール
　下記のテーマによりご応募いただきました活動体験論文の中から6編と、サイエンス・インカレ・日本技
術士会会長賞の表彰を受けた福岡大学の学生による1編の口頭発表を予定しています。
　①海外技術協力、②防災技術、③環境技術、④ものづくり、⑤その他（①～④に該当しないもの）
　なお、応募いただいた論文は、九州本部論文審査委員会の審査・検討を経て論文集として配布いたします。

◆ 記念講演
日時：11月10日（月）15：20～ 16：40　会場：福岡国際会議場3Fメインホール
演題：「これからの宇宙旅行」
講師：九州大学大学院航空宇宙工学部門　　麻生　茂　教授
　麻生　茂　教授は、国際宇宙ステーションでの長期宇宙滞在中に日本人初のコマンダーも任ぜられて先日
帰還された若田光一宇宙航空士の在学時からの指導教授です。
　現在も JAXA、NASA、種子島等と大学との連携にもお忙しい毎日で、小中学生向けのYAC（航空宇宙
少年団）のお世話等、熱心な社会貢献もされています。

◆ オプショナル行事

ウェルカムパーティ　　11 月 9 日（日）＜募集人員 180 名＞ 参加費 5,000 円（税込）

11 ／ 9
（日）

　　　　ベイサイドプレイス博多埠頭（福岡国際会議場から徒歩で約 10 分）
　　　　18：35 出港　　　　　20：25　帰港
　　　　レストランシップ「マリエラ」による博多湾ナイトクルーズ
海上から博多湾の夜景を眺めながら、ブッフェスタイルの料理、フリードリンクでお楽しみください。

マリエラ 夜景を眺めながらのパーティ クルーズコース



3

パートナーズツアー　～筑豊石炭遺産と黒田官兵衛ゆかりの地を巡る旅～ 参加費：7,000 円（税込）

11 ／ 10
（月）

8：45　　　�　　　　　　　�9：00　　　　　10：00～ 11：00　　　　　　11：15～ 12：00　　　12：10～ 13：00
福岡国際会議場� �博多駅� �旧伊藤伝右衛門邸� �飯塚市歴史資料館� �昼食

13：10～ 13：50　　��14：50～ 15：50　�16：20　　　　　　　16：35
嘉穂劇場� �太宰府� �博多駅� �福岡国際会議場

　飯塚市は福岡市から東に約35キロに位置する石炭産業で栄えた都市です。
　大正天皇のいとこで、今放映中のNHKの朝ドラ「花子とアン」に登場中の歌人「柳原白蓮」が10年過ごし
た旧伊藤伝右衛門邸や、世界記憶遺産に登録された山本作兵衛氏の絵、全国でも数少ない芝居小屋の嘉穂劇場な
ど見に行きませんか？
　又福岡藩の藩祖、黒田官兵衛（1546～ 1604）が関ヶ原の戦いの後、二年間（1601～ 1603）住んだ
太宰府にも行きます。
　見学先の詳細は次のとおりです。皆様のご参加、お待ちしております。

旧伊藤伝右衛門邸…�2300坪の敷地に300坪のお屋敷です。和洋折衷の住宅や国指定名勝の庭園も見事です。
村岡花子からの手紙や、白蓮が朝日新聞に掲載した絶縁状も見ることが出来ます。資料館や
ショップでの買い物も楽しめます。

飯塚市歴史資料館…�教科書にも載っていた立岩遺跡のかめ棺や炭坑王伊藤伝右衛門、白蓮関連資料、山本作兵衛
氏の絵が展示されています。

嘉穂劇場……………�昭和 6年に落成しました。江戸時代の芝居小屋の特徴である枡席や二本の花道があり、
1200人を収容。間口十間（約18m）の柱がない贅沢な空間を味わい下さい。廻り舞台や
奈落を舞台下から見学します。

太宰府天満宮………�平安時代、右大臣まで上りつめながら太宰府に左遷された菅原道真公（845～ 903）で有
名な天満宮。学問の神様にお子さんやお孫さんの合格を願って、ぜひお参りされませんか？
門前町もお楽しみに！

テクニカルツアーＡ　～東田第一高炉史跡と北九州エコタウンへの旅～ 参加費：6,000 円（税込）

11 ／ 11
（火）

8：45
福岡国際
会議場 � �

9：00
博多駅
筑紫口 � �

10：30～ 12：50
東田第一高炉史跡広場
KIGS（見学と昼食）� �

13：30～ 15：30
エコタウンセンター
エコタウン (工場見学 ) � �

17：00
博多駅
筑紫口 � �

17：15
福岡国際
会議場

　現在、旧八幡製鐵所をはじめとする「九州・山口の近代化産業遺産群」は、ユネスコの世界遺産への登録を目
指しており、そのうちのひとつである「東田第一高炉史跡」と、ゼロ・エミッションを目指す「北九州エコタウ
ン」を見学します。ツアーでは新旧混在した北九州市の魅力をお楽しみください。見学先の詳細は次のとおりです。
皆様のご参加、お待ちしております。

旧伊藤伝右衛門邸
提供元：飯塚市

飯塚市歴史資料館
提供元：飯塚市

嘉穂劇場
提供元：NPO法人嘉穂劇場

太宰府天満宮
提供元：太宰府天満宮
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東田第一 高炉史跡広場……明治34年（1901年）に操業を開始、改修工事を繰
り返しながら産業を支える鉄を作り続けてきた高炉。現在の高炉は1972
年に役割を終えた第10次改修高炉を保存整備したものです。高炉で溶か
された銑鉄を運搬する溶銑搬送車（トーピードカー）、高炉から運ばれて
きた銑鉄を利用目的に合わせた質の良い鋼鉄を作る「転炉」などが展示さ
れています。

北九州イ ノベ－ションギャラリー（KIGS）……北九州市のものづくり技術の保存
と伝承を目的とした、全国でも類を見ないユニークな施設です。「年表の
ギャラリー」「企画展」「工房見学」に加え、産業映像の鑑賞、技術やデザ
インの図書の閲覧、貸出もできます。また、北九州地区ではCPDを、当
館にて月1回（主に第3土曜日）開催しています。

エコタウ ンセンター……全国のエコタウンの中で最も早くスタートして、最も充実
している「北九州エコタウン」の中核施設です。リサイクルやエネルギー
について展示物やDVDで紹介しています。

北九州エ コタウン……総合環境コンビナート、実証研究エリア、響リサイクル団地
の3つのゾーンから構成されています。エコタウンの中核をなすのが総合
環境コンビナートで、廃棄物やエネルギーの循環システム（ゼロ・エミッ
ション）を作ることを目的としています。

テクニカルツアー B（1 泊 2 日）　～阿蘇山・八丁原地熱発電所を巡る旅～ 参加費：32,000 円（税込）

11 ／ 11
（火）

8：45　　　　　　��9：00　　�11：00～ 13：00　14：40～ 15：30　�15：40～ 16：20　　　　�17：00
福岡国際� �博多駅� �熊本城� �阿蘇山� �阿蘇火山博物館� �内の牧温泉
�会議場　　　　（筑紫口）　　　　　�（昼食）　　　　　�（阿蘇山火口）

11 ／ 12
（水）

9：00　　　　　　�10：30～ 11：30　　　11：40～ 12：30　�12：40～ 13：30　　16：00　　　　　��16：15
内の牧� �八丁原地熱� �九重夢大吊橋� �九重� �博多駅� �福岡国際
�温泉　　　　　　発電所　　　　　　��（九酔渓）　　　　　��（昼食）　　　　　　　　　　　　会議場

　火山は脅威ですが、そのエネルギーは人々に様々な恵も与えています。九州は火の国・熊本やおんせん県の大
分など、その恵みを最も受けている地域です。ツアーではそのことが実感できる阿蘇山や八丁原地熱発電所など
を巡ります。見学先の詳細は次のとおりです。皆様のご参加、お待ちしております。

熊本城………………�西郷が西南戦争で負けたことについて「官軍じゃない、清正公に負けたのだ」と言ったそう
です。その不落の名城を探索してみませんか。平成20年春に江戸時代の絵図や文献などを
基に復元された本丸御殿など、見どころがいっぱいです。

阿蘇山………………世界有数の巨大カルデラと外輪山を持つ活火山です。阿蘇山の雄大な景観を堪能して下さい。
阿蘇火山博物館……阿蘇山の歴史や成り立ちを映像やジオラマを使って学ぶことができます。
八丁原地熱発電所…�出力 11万 kWで日本最大の地熱発電所です。構内には地熱バイナリー発電方式を採用した

八丁原バイナリー発電施設があります。
九重夢吊大橋………日本一高く長い歩行者専用の吊橋です。紅葉は見ごろの時期で、吊橋からの眺めは絶景です。

東田第一高炉史跡広場
提供元：寺師政廣

北九州エコタウン
提供元：エコタウンセンター

熊本城
提供元：熊本城総合事務所

阿蘇山
提供元：渡邉義光

八丁原地熱発電所
提供元：㈱九州電力

九重夢吊大橋
提供元：九重夢大吊橋管理センター
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◆ 博多駅、天神駅周辺地図

◆ 会場周辺案内図

◆ 会場への交通機関

天神 博多

福岡国際会議場

JR博多駅
（博多口）

西鉄・地下鉄
天神駅

地下鉄
呉服町駅

出発地 乗車バス停・バス番号

博多駅センタービル前

博多駅センタービル前

Eのりば　99番

Eのりば　88番

ソラリアステージ前
2Aのりば　80番

呉服町（都市高速・蔵本方面）
88番

【博多ふ頭行】
国際センター
サンパレス前
下車

【中央ふ頭行】
国際会議場
サンパレス前
下車

降車バス停

福岡
国際会議場徒歩すぐ

約12分

約12分

約9分

約7分

ベイサイドプレイス
ベイサイドプレイス 

マリエラカウンター 

国際会議場・サンパレス前国際センター・サンパレス前

福岡国際センター
福岡サンパレス

CC

国際会議場
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◆ ホテル案内
宿泊　11月8日（土）～11日（火）まで確保
　　＊宿泊料金：お一人様一泊朝食付（税、サービス料込）　　＊一部ホテル　11月8日のみ料金が異なります。
　　＊福岡マラソン（11月9日）、大相撲九州場所（11月9日～）と重なりますので、お早めにお申し込み下さい。

室料
（一人朝食付き、円）

ホテル名 室タイプ ホテル
記号 8日 9,10,11日 住所／ TEL アクセス

福岡サンパレス
ホテル

シングル A1 9,000 7,500 福岡市博多区
築港本町2-1
092-272-1483

JR博多駅前から
　　バス約15分　下車1分
　　タクシー約10分
福岡空港から
　　タクシー約20分

ツイン A2 9,500 8,500

マリンホテル新館

シングル B1 8,420 5,560 福岡市博多区
奈良屋町10-21
092-271-6111

JR博多駅前から
　　バス約15分　下車1分
　　タクシー約10分
福岡空港から
　　タクシー20分

ツイン B2 8,210 4,860

西鉄イン博多

シングル C1 8,600 福岡市博多区
博多駅前1-17-6
092-413-5454

JR博多駅から
　　徒歩約4分
福岡空港から
　　地下鉄5分　徒歩約4分
　　タクシー15分

ツイン C2 8,000

コンフォートホテル
博多

シングル D1 8,900 福岡市博多区
博多駅前2-1-1
092-431-1211

JR博多駅から
　　徒歩約1分
福岡空港から
　　地下鉄5分�徒歩3分
　　タクシー15分

ツイン D2 8,250

ホテル日航福岡

シングル E1 21,600 16,200 福岡市博多区
博多駅前2-18-25
092-482-1111

JR博多駅前から
　　徒歩3分
福岡空港から
　　地下鉄5分　徒歩3分
　　タクシー15分

ツイン E2 15,600 11,880

博多グリーンホテル
２号館

シングル F1 7,560 福岡市博多区
博多駅中央街3-11
092-451-4111

JR博多駅筑紫口から
　　徒歩約1分
福岡空港から
　　地下鉄5分　徒歩約1分
　　タクシー15分

ツイン F2 6,000

①　お申し込みの際は、上記の申込番号を必ずご記入下さい。
②　朝食が不要な場合でも、ご返金はできません。
③　各ホテルの部屋数には限りがございますので、お申込み順にご希望のホテルを手配させて頂きます。

会場付近の地図

会場 福岡国際会議場

マリンホテル新館

サンパレスホテル

ホテル日航福岡

コンフォート博多

西鉄イン博多

博多グリーンホテル
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◆ お申込み方法
　　　　　　　　　　平成26年8月　4日（月）
　　　　　　　　　　平成26年9月19日（金）
別紙申込書に必要事項をご記入の上、必ず FAXにてお申し込み下さい。
※　締切日以降のお申し込みは出席者名簿に掲載されませんのでご承知おき下さい。
※　確認書及び請求書は10月17日頃までに発送させていただきます。
※　事故防止のため、お申込み・ご変更は必ず FAXにてお願いいたします。
※　記載事項をご確認の上、期日までに所定の銀行口座にお振込み下さい。
※　振込手数料は別途ご負担いただきますようお願いいたします。

◆ 取扱店
西鉄旅行株式会社福岡支店第三営業所
「第41回技術士全国大会（福岡）」係（担当：浦岡・八木・諸藤）
　　〒810-0014��福岡市中央区平尾1－3－11（2F）
　　TEL：092-525-2211　　FAX：092-525-3937
　　E-mail：yoshizumi_uraoka@travel.nnr.co.jp
　　営業時間：月曜～金曜　9：30～ 17：30（土・日・祝日休業）

◆ 宿泊等のお取消方法及び返金方法
※　お取消は必ず FAXにて西鉄旅行株式会社福岡支店第三営業所までご連絡下さい。
※　返金は取消料及び振込手数料を差し引き、大会終了後に振込にて返金いたします。
※　お取消の FAXに返金口座をご記入下さい。（銀行名・支店名・普通／当座・口座番号・口座名義）
※　西鉄旅行株式会社福岡支店が定める取消料は以下の通りです。

◆ 取消料

内容 ～21日前
迄

20日前～
8日前迄

7日前～
3日前迄 2日前迄 前日 当日 無連絡

不参加

ウェルカムパーティ 無料 無料 30％ 40％ 50％ 50％ 100％

パートナーズツアー
テクニカルツアー
（日帰り）

テクニカルツアー
（1泊2日）

無料 20％ 30％ 30％ 40％ 50％ 100％

宿泊 無料 20％ 30％ 30％ 40％ 50％ 100％

◆ 参加申込書の記入について
※　太枠線内に楷書でご記入下さい。参加については○印をご記入下さい。
※　事故防止のため、お申込み・ご変更は必ず FAXにてお願いいたします。
※　�11月 8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火）以外の宿泊をご希望の場合は別途、ご相談下さい。
また、飛行機・JR等のご予約・ご購入も取扱店にご相談ください。

※　この申込書の個人情報を大会名簿作成の資料として利用いたしますので、ご了承ください。
　　それ以外の目的には利用しないことを誓約いたします。
※　大会内容についてのお問い合わせは、大会実行委員会事務局まで。

◆ 大会実行委員会事務局
公益社団法人日本技術士会　九州本部　第41回技術士全国大会（福岡）実行委員会
　　〒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号
　　TEL：092-432-4441　　FAX：092-432-4443
　　お問い合わせ専用　E-mail：kyushu@pekyushu.com

お 申 込 み 開 始
お 申 込 み 締 切
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第 41 回技術士全国大会（福岡）参加申込書
西鉄旅行㈱福岡支店第三営業所「第 41 回技術士全国大会（福岡）」係行
手配のために必要な範囲で、宿泊機関等への個人情報の提出に同意の上、下記のとおり申し込みます。

参加証等送付希望先又は住所　　□自宅・□勤務先（←✔をつけてください）
〒　　　－
　　　　　　　都道　　　　　　　区市
　　　　　　　府県　　　　　　　郡� （※番地、ビル名、勤務先の場合は勤務先、所属もご記入ください）

フリガナ

参加者氏名

TEL

（　　　）

FAX

（　　　）

勤務先 携帯
（　　　）

E-mail

フリガナ

同伴者氏名

（公社）日本技術士会所属（地域本部・部会名）（技術士、士補部門）

日程 名称 会場 時間 内容 参加費用 ○印記入 参加人員

11
月
9
日
（日）

専門会議 福岡国際会議場4F

13:30～ 17:00 第 2回技術者倫理ワークショップ 無料

13:00～ 17:00 第 10回全国防災連絡会議 無料

12:00～ 17:00 青年技術士の集い 無料

各部会 福岡国際会議場4F
福岡サンパレス4F 13:30～ 17:00 詳細は各部会へお問い合わせ下さい。

ウエルカム
パーティー

レストランシップ
「マリエラ」 18:35～ 20:25 博多湾クルージング 5,000

11
月
10
日
（月）

技術士活動体
験発表会

福岡国際会議場
3階メインホール

� 9:30～ 12:45 全国技術士活動体験発表会 2,000
（注）
技術士・士補以
外の方、及び学
生の方が発表会・
記念講演へ参加
される場合、参
加費は無料です。

ア．
技術士・
士補

イ．
左記以外
及び学生休憩 12:45～ 14:00 昼食

大会式典 14:00～ 15:10 大会式典

記念講演 15:20～ 16:55

記念講演
九州大学大学院
航空宇宙工学部門　麻生　茂�教授
「これからの宇宙旅行」

昼食弁当代 予約 弁当・茶 1,000

交流会 福岡サンパレス
パレスルーム 17:30～ 19:30

ご本人 8,000

同伴者 6,000
パートナーズ
ツアー 飯塚、太宰府 � 8:45～ 16:35 旧伊藤伝右衛門邸、山本作兵衛氏の絵、

芝居小屋の嘉穂劇場等をめぐるツアー 7,000

11
月
11
日
（火）

テクニカル
ツアーA
（日帰り）

北九州市内 � 8:45～ 17:15
東田第一高炉史跡と、ゼロ・エミッ
ションを目指す「北九州エコタウ
ン」を見学します。

6,000

テクニカル
ツアーB

（1泊2日）
熊本、阿蘇、久住方面 8:45～翌日

16:15
熊本城、阿蘇山、地熱発電所等見学、
帰りは11/12になります。 32,000

太線枠内にご記入ください。住所・氏名等は楷書でお願いします。
上記大会の内容は、一部変更になる場合があります。参加費用で無料となっていても、別途費用が発生する場合があります。

宿　泊　予　約

フリガナ
宿泊者氏名

性
　
　
別

人
　
　
数

宿泊日（○印を記入） 宿
泊
日
数

希望ホテル
（記号） フリガナ

同室者氏名
性
　
　
別

喫
　
　
煙

備考
11/8
（土）

11/9
（日）

11/10
（月）

11/11
（火）

第1
希望

第2
希望

第3
希望

1．参加希望欄に○印をつけて下記申込先宛てに FAXで申し込みをお願いします。

【FAX申込先】西鉄旅行㈱社福岡支店第三営業所「第41回技術士全国大会（福岡）」係（担当：浦岡・八木・諸藤）
〒810-0014�福岡市中央区平尾1-3-11（2F）　TEL：092-525-2211　FAX：092-525-3937

確認書
お申込みありがとうございました。参加費は以下のとおりとなります。

参加費用一式　　　　　　　　　　　　　　　　円也

参加内容に間違いがある場合は、恐れ入りますが、早急に電話又は
FAXにてお知らせください。間違いがない場合（ご連絡が無い場合）は、
後日、請求書を送付させていただきます。

1．振込手数料は参加者負担です。
2．参加費納付確認後、取扱店の西鉄旅行株式会社福岡支店第三営業所から参加証（葉書）を送付します。
3．宿泊予約者とテクニカルツアーＢ参加希望者には、ホテル予約証と参加証を FAXにて送付します。
4．参加申込期限　平成26年9月19日（期日厳守）

受付番号

FAX：092-525-3937


