
各種協賛･ご協力のお願い

第29回日本助産学会学術集会 開催趣意書

会期：2015年3月28日(土)～29日(日)

会場：品川区立総合区民会館(きゅりあん)

会長：島田真理恵(上智大学 総合人間科学部看護学科)

ランチョンセミナー/広告/展示/協賛金



ご挨拶

ご 挨 拶 

 

謹啓 緑深い季節となりました。貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し

上げます。  

この度、第 29 回日本助産学会学術集会を 2015 年３月 28 日（土）、29 日（日）の日程で、

品川区立総合区民会館きゅりあんで開催いたします。 

メインテーマは「社会をうごかす助産のちから～女性、母子と家族への切れ目ない支援を

実現するために～」です。 

 少子超高齢社会の現代だからこそ、次世代を担う子どもを育む女性やその家族への支援

は非常に重要です。国民運動計画である「健やか親子 21」次期計画でも“切れ目ない妊産婦・

乳幼児への保健対策”が、基盤課題として挙げられており、継続的な産前産後ケアの充実等、助

産師が中心となって展開すべき、様々な取り組み方策が検討されています。 

この他にもチーム医療の推進や子育て支援への取り組みなど助産師活動と関連する様々な取

り組みが、国家規模で画策されています。そのような状況で、助産師がこれまでの研究成果や活

動の蓄積をもとに、どのように自らの職能の発展的展望を持ち、活動していくかは、助産師と助

産師の支援対象である女性の今後にとって非常に重要と考えられます。 

 本学術集会では、助産の取り巻く最新事情と検討すべき課題について、参加者の皆様と共有し、

考え、意見交換できるようなプログラムを構成中です。また、女性とともにある助産師ならでは

の学会としたく、女性とその家族の方々が参加できる市民公開講座も２講座ご用意致します。本

学術集会が、少しでも“助産のちから”のエンパワーに寄与できることを願い、準備を行ってい

く 所 存 で す 。 最 新 情 報 は 、 順 次 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て い く 予 定 で す 。

（http://web.apollon.nta.co.jp/jam2015/） 

 

 つきましては、本学術集会におきまして、助産学分野に関連するテーマのランチョンセミ

ナー、医療機器等の展示コーナーを開設し、参加者の皆様に最新情報を提供したいと存じま

す。また、抄録集の広告掲載を募集いたします。 

 本学術集会の趣旨をご理解いただき、学術集会の内容をより充実させるために、是非、ご

協賛を検討下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 末筆ながら貴社のより一層のご発展とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。 

                                   謹白 

 

2014 年６月吉日 

 

                      第 29 回日本助産学会学術集会会長 

                                島田 真理恵 

                   （上智大学総合人間科学部看護学科教授） 



開催概要

1.会議の名称：第29回日本助産学会学術集会

2.会長： 島田 真理恵（上智大学 総合人間科学部看護学科）

3.開催期間：2015年3月28日(土)～29日(日)

4.開催会場：品川区立総合区民会館(きゅりあん)

〒140-0011東京都品川区東大井5-18-1

TEL：03-5479-4100 FAX：03-5479-4110

5.開催テーマ：「社会をうごかす助産のちから～女性、母子と家族への切れ目ない支援を実現するために～」

6.参加予定人数：約1,000人

（日本助産学会会員および助産に関わる医療関係者や専門職等）

7.主なプログラム：総会、会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、ワークショップ、自由集会、

口演発表、ポスター発表、ランチョンセミナー、機器・書籍展示、その他

8.ホームページ：http://web.apollon.nta.co.jp/jam2015/index.html

9.事務局：(1)学術集会事務局

上智大学 総合人間科学部看護学科

(2)運営事務局

株式会社日本旅行 ECP営業部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11階

E-mail:jam_2015@nta.co.jp TEL:03-5402-6401 FAX：03-3437-3955



ランチョンセミナー募集要項

1.募集セミナー：セッション名・開催時間・会場・席数はプログラム編成の都合上、変更させていただく場合がございます。

2.募集セミナー :会期1日目 2015年3月28日（土）12：20～13：20（予定）
会期2日目 2015年3月29日（日）12：20～13：20（予定）

多数のお申込みを頂いた場合、セミナー枠を増やす可能性もございます。

ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

3.共催費に含まれるもの：セミナー会場費、控室使用費、PC オペレーター1 名(会場内）、弁当配布用テーブル

会場内に備わっている基本的な音響･映像機材

4.共催費に含まれないもの（例示）：

参加者飲食費（@¥1,620～@¥2,160のお弁当(お茶付）を予定）、

司会･講師への謝礼･交通費・宿泊費・飲食費、

セミナーチラシ、追加機材、追加運営スタッフ（オペレーター、進行係、アナウンス係、照明係、

セミナー受付スタッフ、弁当・資料配布スタッフ）、会場前サイン

*弁当の内容は主催者にて統一させていただきますのでご了承ください。

5.申込期限：2014年10月17日(金)

6.申込･問合せ先：協賛申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて運営事務局へお送りください。

*お支払につきましては、後日、ご請求書を送らせて頂きます。

運営事務局（株式会社日本旅行 ECP営業部）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11階

E-mail:jam_2015@nta.co.jp TEL:03-5402-6401 FAX：03-3437-3944

7.お申込後のスケジュール:

(1)2014年10月 採否通知と協賛費の請求書を書面にてご連絡いたします。

(2)2015年1月 手引きをメールにてご案内いたします。

*会場運営に関するご要望は手引きの回答書にご記入ください。（追加機材・会場内外の支援スタッフ必要時）

8.振込先：みずほ銀行 十五号支店 （普）3103681 カ)ニホンリヨコウ

(採否通知と請求書の到着後にお振込みください。お振込手数料は貴社にてご負担ください。)

セッション名 開催日 会場名 収容人数 共催費

ランチョンセミナー1 3月28日(土) 第３会場 96名 400,000円

ランチョンセミナー2 3月28日(土) 第4会場 69名 280,000円

ランチョンセミナー3 3月28日(土) 第5会場 54名 200,000円

ランチョンセミナー4 3月28日(土) 第6会場 51名 200,000円

ランチョンセミナー5 3月29日(日) 第３会場 96名 400,000円

ランチョンセミナー6 3月29日(日) 第4会場 69名 280,000円

ランチョンセミナー7 3月29日(日) 第5会場 54名 200,000円

ランチョンセミナー8 3月29日(日) 第6会場 51名 200,000円



広告掲載募集要項

1.広告媒体名：第29回日本助産学会学術集会 抄録集

2.発行部数：1,000部

3.原稿サイズ：A4 表紙4ｃ、本文スミ1ｃ

4.発行日：大会開催の約1ヶ月前

5.媒体制作費： 1,500,000円（予定）

6.広告掲載料：

(掲載ページの割振りは学術集会事務局にご一任いただきます。)

7.広告料総額： 604,800円（予定）

8.申込期限：2014年10月17日(金)

9.申込･問合せ先：協賛申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて運営事務局へお送りください。

*お支払につきましては、後日、ご請求書を送らせて頂きます。

運営事務局（株式会社日本旅行 ECP営業部）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11階

E-mail:jam_2015@nta.co.jp TEL:03-5402-6401 FAX：03-3437-3944

10.お申込後のスケジュール:

(1)2014年12月 採否通知と協賛費の請求書を書面にてご連絡いたします。

(2)2015年1月 広告原稿入稿方の案内をメールにてお送りいたします。

11.振込先：みずほ銀行 十五号支店 （普）3103681 カ)ニホンリヨコウ

(採否通知と請求書の到着後にお振込みください。お振込手数料は貴社にてご負担ください。)

掲載箇所 広告料 募集社数

本文 1頁 64,800円 6社

本文 ½頁 43,200円 4社

本文 ¼頁 21,600円 2社



企業展示募集要項

1. 日時(予定)：2015年3月28日(土)09:00～12:00 搬入･装飾

2015年3月28日(土) 12:00～17:00 展示

2015年3月29日(日) 09:00～16:00 展示

2015年3月29日(日) 16:00～17:00 撤去･搬出

2.展示会場：品川区立総合区民会館(きゅりあん) 7F イベントホール

(展示小間の割振りは学術大会事務局にご一任いただきます。)

3.展示料：

5.電気･オプション：コンセント等の電気設備、オプションレンタル備品は別途申し受けます。

6.申込期限：2014年11月8日(土)まで

7.申込･問合せ先：協賛申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて運営事務局へお送りください。

*お支払につきましては、後日、ご請求書を送らせて頂きます。

運営事務局（株式会社日本旅行 ECP営業部）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11階

E-mail:jam_2015@nta.co.jp TEL:03-5402-6401 FAX：03-3437-3944

8.お申込後のスケジュール:

(1)2014年11月 採否通知と協賛費の請求書を書面にてご連絡いたします。

(2)2015年1月 手引き・小間割をメールにてご案内いたします。

電気使用や追加備品に関しましては手引きにてご案内いたします。

9.振込先：みずほ銀行 十五号支店 （普）3103681 カ)ニホンリヨコウ

(採否通知と請求書の到着後にお振込みください。お振込手数料は貴社にてご負担ください。)

小間タイプ 出展料 1小間あたりの仕様

機器展示 108,000円/小間

W1800×H2100㎜
・パックパネル
・社名版1枚W900×H150㎜
・展示机W1800×D450㎜（白布付）
・イス2脚

書籍展示 21,600円/小間
・展示机W1800×D450㎜（白布付）
・イス2脚



協賛金募集要項

学術大会の開催に際しては、参加者からの登録料で全てを賄うべきところではありますが、諸費用の不足が見込ま

れております。経費節減に努めておりますが、必要経費の一部につきましては諸団体、諸会社にご協力を仰がなけれ

ばならないのが実情であります。

上述の趣意をおくみとりいただき、何卒ご支援の程お願い申し上げる次第です。

格別のご高配を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

1.協賛金の目的：第29回日本助産学会学術集会の開催資金

2.協賛金の使途：第29回日本助産学会学術集会の準備および運営費用の一部として

3.協賛金目標額：1,000,000円

4.協賛金申込期間：2014年10月17日(金)まで

5.申込･問合せ先：協賛申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて運営事務局へお送りください。

運営事務局（株式会社日本旅行 ECP営業部）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11階

E-mail:jam_2015@nta.co.jp TEL:03-5402-6401 FAX：03-3437-3944

6.振込先： みずほ銀行 十五号支店 （普）3103681 カ)ニホンリヨコウ

7.税法上の取扱い：協賛金に対する免税措置はございません。



第29回日本助産学会学術集会

＜収支予算書＞

1.収入

1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2
(1)
(2)
(3)
(4)

3

2.支出

1
(1)
(2)
(3)
(4)

2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

3

支出合計 ¥19,448,000

進行管理費 ¥664,000

その他 ¥1,084,000 文具・事後礼状・通信費等

機材・備品・会場関係費 ¥5,450,000
会合費 ¥1,120,000 懇親会

招聘費 ¥1,500,000
会場借上げ費 ¥2,200,000

会議運営費
人件費 ¥1,890,000

科目 予算 摘要
会議準備費

業務委託費 ¥750,000
備品・消耗品費 ¥50,000

ホームページ・演題 ¥400,000
印刷・制作・郵送費 ¥4,340,000

¥1,000,000

¥604,800

¥19,448,000

¥3,240,000 30小間
¥43,200 2小間

¥2,160,000
\400,000×2社、\280,000×2社、200,000×4社


\15,000×50名
¥250,000 \5,000×50名

¥1,000,000 \10,000×100名

収入合計

¥6,000,000 \10,000×600名
¥1,800,000 \12,000×150名
¥200,000 \4,000×50名

広告掲載料
機器展示出展料
書籍展示出展料
共催セミナー

協賛金

学生（事前登録）
会員(当日登録）

非会員（当日登録）
学生(当日登録）

懇親会費（事前登録）

雑収入

科目 予算 摘要
参加費収入

会員（事前登録）
非会員（事前登録）

¥2,400,000 \12,000×200名
¥750,000



株式会社日本旅行 ECP営業部 高山・中野・木村 宛

E-mail:jam_2015@nta.co.jp FAX：03-3437-3944

第29回日本助産学会学術集会 協賛申込書

貴社名

フリガナ

ご担当

部署

氏名

住所
〒

TEL FAX

Email

主にメールにてご連絡させていただきます。

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本学術集会の連絡ならびに案内以外には使用いたしません。

該当□にチェック（レ）をしてください。

□ランチョ

ンセミナー
LS1 ・ LS2 ・ LS3 ・ LS4 ・ LS5 ・ LS6 ・ LS7 ・ LS8

□広告掲載 本文1頁 ・ 本文1/2頁 ・ 本文1/4頁

□企業展示 機器展示（ ）小間・書籍展示（ ）小間 電気使用 有 / 無

□募金 （ ）円

連絡欄


