年次集会案内
会

場

三重県総合文化センター
三重県津市一身田上津部田1234

TEL：059-233-1111

三重県総合博物館
三重県津市一身田上津部田3060
会

TEL：059-228-2283

頭

落合

仁…
（落合小児科医院／三重県亀山市）

実行委員長

梅本

正和（うめもとこどもクリニック／三重県津市）

事

近藤

久 （近藤小児科医院／三重県桑名市）

務

局

年次集会公式ウェブサイト：http://web.apollon.nta.co.jp/sagpj2017/

参加受付
日

時： 9 月 2 日
（土） 8：00～18：00
9月3日
（日） 8：00～13：00

総合受付：三重県総合文化センター
参加区分
医師・一般
メディカルスタッフ
初期・後期研修医
学生

文化会館

1F

大ホール前ロビー

当日参加
17,000円
10,000円
5,000円
無料

1 ）上記参加費にはプログラム抄録集は含まれません。
2 ）事前登録をされた方
事前登録をされた方は、送付しました「年次集会参加証」をお持ちください。
3 ）当日参加をされる方
…三重県総合文化センター

文化会館

1F

大ホール前ロビー総合受付にて当日登録をしていただき、
「年次集会

参加証」に所属と氏名をご記入の上、ご入場ください。
4 ）プログラム抄録集が別途必要な場合、または当日お忘れの場合は総合受付にて 1 冊2,000円で販売いたします。
5 ）…ネームホルダーを記名台に準備しております。会場内では必ず参加証を着用してください。
6）
「メディカルスタッフ」とは、医療機関で働く医師以外の全ての職種を指します。
7 ）…
「学生」の方は、総合受付にて学生証を提示してください。提示のない場合は「一般」の区分になります。看護
学生であっても、医療機関で勤務しているスタッフは「メディカルスタッフ」の区分になります。その他の医療
系専門学校生徒などの割引料金設定はありません。
8 ）コングレスバッグをご用意しております。総合受付付近でお受け取りください。
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全体集会
日時： 9 月 2 日
（土） 14：00～14：30
会場：三重県総合文化センター

文化会館

1F

大ホール

全体集会時に下記の記念賞授賞式を行います。
◎第11回徳丸實記念賞
本学会の設立、発展に尽力されました徳丸實先生のお名前を冠して、学会の発展に寄与した会員に授与されます。
本年度受賞者：絹巻

宏さん（絹巻小児科クリニック／吹田市）

◎第 9 回五十嵐正紘記念賞
…徳丸實先生とともに、本学会の発展に尽力された故五十嵐正紘先生のお名前を冠して、本学会での活動を基盤とし
て、学術的に優れた業績をあげられた会員に授与されます。
本年度受賞者：小野靖彦さん（おの小児科医院／諫早市）

会頭講演
日時： 9 月 2 日
（土） 13：30～13：50
会場：三重県総合文化センター

文化会館

1F

大ホール

2F

第 1 ギャラリー／第 2 ギャラリー

懇親会
日時： 9 月 2 日
（土） 18：30～20：30
会場：三重県総合文化センター
懇親会参加費
同伴者（中学生以上）

文化会館

5,000円／人
5,000円／人

＊優秀演題賞の表彰を行いますので、一般演題発表者はご出席ください。

ランチョンセミナー
（LS）
2 日間で15題を開催いたします。
日時： 9 月 2 日
（土） 12：00～12：50
9月3日
（日） 12：00～12：50
整理券配布時間： 9 月 2 日
（土） 8：00～11：30
9月3日
（日） 8：00～11：30
整理券配布場所：三重県総合文化センター

文化会館

大ホール

中2F

＊整理券がなくなり次第配布終了とします。
＊開始時間より10分を過ぎますと、お弁当の予約は無効となります。

クローク
日時： 9 月 2 日
（土） 8：00～19：00
9月3日
（日） 8：00～15：30
場所：三重県総合文化センター
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文化会館

1F

中ホールホワイエ

ロビー

総合受付付近

託児室（要事前申込）
会期中託児室（有料）を開設します。ご利用には事前申し込みが必要です。
開設日時： 9 月 2 日
（土） 8：00～18：30
9月3日
（日） 8：00～15：00
委託先（お問合せ）
：㈱アルファ・コーポレーション

http://www.alpha-co.com

（ACSA…：…公益社団法人全国保育サービス協会正会員）
…TEL：075-212-7555
担当：大正（たいしょう）
：河村・新中（しんなか）
詳しくは年次集会公式ウェブサイトhttp://web.apollon.nta.co.jp/sagpj2017/

をご覧ください。なお、当日申

込みは受け付けできません。ご了承ください。

閉会式
日時： 9 月 3 日
（日） 14：40～15：00
会場：三重県総合文化センター

文化会館

1F

中ホール

委員会等一覧
委員会名称

開催日時

場所

役員会

9月1日
（金） 17：00～19：00

ホテルグリーンパーク津

6F

萩

代議員会（社員総会）

9月1日
（金） 19：00～20：00

ホテルグリーンパーク津

6F

橘・葵・藤

園学校保健委員会

9月2日
（土） 13：00～14：30

三重県総合文化センター
男女共同参画センター 3F

倫理委員会

9月2日
（土） 15：00～16：00

三重県総合文化センター
文化会館 B1F ワークショップ室

医療保育ネットワーク会議

9月2日
（土） 15：30～16：30

三重県総合文化センター
生涯学習センター 2F 小研修室

WS委員会

9月2日
（土） 17：00～18：00

三重県総合文化センター
生涯学習センター 2F 小研修室

歴代会長会

9月3日
（日） 7：00～ 8：00

ホテルグリーンパーク津

研究基金運営審査委員会

9月3日
（日） 9：00～10：00

三重県総合文化センター
男女共同参画センター 3F

特別会議室

生涯学習委員会

9月3日
（日） 11：30～13：30

三重県総合文化センター
男女共同参画センター 3F

特別会議室

学会誌編集委員会

9月3日
（日） 12：00～13：00

三重県総合博物館
2F 会議室

6F

特別会議室

葵・橘

…本学会では「禁煙宣言」をしています。年次集会会場内は禁煙となっております。
…口演中の撮影は固くお断りします。
口演中の撮影・録音及びポスター発表の撮影は固くお断りいたします。
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