
2016 年 8 月 21 日 
技術士会近畿本部登録中国研究会 2016 日中科学技術交流・視察団’（募集案内） 

中国研究会会長・幹事長 掛田健二 
 

 残暑お見舞い申し上げます。 皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 今年の 2016 日中科学技術交流・視察団は、中国研究会主催で 10 月 31 日（月）から 11 月 5 日（土）の 5
泊 6 日の日程で南京市・上海市他を訪問します。 南通市の中国最大級の KHI 合弁造船所見学、江蘇省工

程師学会（南京市。上海市・香港に次ぐ 3 番目の学会）との初交流と施設見学、蘇州市視察、上海市科学技

術協会表敬訪問と中国（上海）国際工業博覧会視察と盛り沢山な交流内容です。 11 月 3 日帰国の短縮日程

も可能です。   技術士会会員および関連組織の方々のご参加を、お待ちしております。 
 

記 
１．日 程：10 月 31 日（月）から 11 月 5 日（土）。   11 月 3 日（木）帰国選択可能。 
２．主 催：技術士会近畿本部登録中国研究会 
３．概略日程： 
（1）10 月 31 日（月）：関西空港 KIX 7:30 ANA カウンター集合。e-チケットで搭乗 
  KIX9：30-- (NH973) --11:15 上海浦東   南通市へバス移動。 
  15:00-17：00 NACKS 南通中遠川崎船舶工程公司 見学（KHI 見学許可済）  南通泊 
（２）11 月 1 日（火）：南通―南京 13:00--17:00 江蘇省工程師学会と交流    南京泊 
（３）11 月 2 日（水）：施設見学（詳細未定） PM：市内観光          南京泊 
（４）11 月 3 日（木）：南京―蘇州 バス移動。蘇州市工程師学会組織と交流    蘇州泊 
  南京―蘇州―上海経由で、団員の一部が離団・帰国  
（５）11 月 4 日（金）：蘇州市内視察。 上海市へ。上海市科学技術協会表敬訪問  上海泊 
（６）11 月 5 日（土）：中国（上海）国際工業博覧会視察。19:05 上海浦東--(NH976)--KIX22:05 
４．最小参加人員：7 名。 
５．参加費用：参加 10 名で約 15 万円。4 星ホテル、2 人一部屋。全食事付き。現地旅行会社。 

参加費用外：個人費用、旅行保険、日本国内旅費・宿泊費。飲み物代。 
キャンセル料：通常の旅行会社の規定による。 

６．申込締切日：第 1 次締切：9 月 15 日（木）⒓:00． 第２次締切：10 月５日（旅費が上昇する） 
  参加希望者は、下記申込先にメールで連絡する。参加申込書は１０月５日までに提出願う。 
７．申込先：掛田健二 kakeyan_ken@gmail.com  江村和朗  emurakz2002@yahoo.co.jp  
８．情報掲載先： 技術士会近畿本部・中国研究会ホームページ HP。近畿本部同報メール。 
９．パスポート残存期間：６か月（出発日より）必要。 
添付資料：0821 配布 2016 日中科技交流日程。  0821 配布 2016 日中科技交流視察申込書 

（終） 



2016.8.20
　　　参加者各位殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人日本技術士会近畿本部　中国研究会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長・幹事長　掛田健二

　　　　　2016日中科学技術交流・視察　日程（案）

◎　予定は訪問先の都合や交通事情、天候等により変更することがあります。
◎　上海～江蘇省～上海はすべて日本語ガイド付き専用車で移動。時刻はいずれも現地時刻。
日程 行程・内容 宿泊地 食事
第１日 大阪→上海→南通 朝　各自
10/31（月）07:30 関西空港第１ターミナル国際線ロビー集合

09:30 NH973便にて上海へ * 1
11:15 上海浦東空港第２ターミナル着 昼　機内食
12:30 専用車で同上発　　
15:00 南通着　
15:30 川崎重工合弁造船所見学・交流 
　　　　その後南通市内、工業園区視察　 合同夕食会
夕食後ホテルチェックイン 南通市内 夕　南通市内

第２日 07:30 ホテル発南京へ 朝　ホテル
11/1(火） 11:00 南京着　昼食・休憩 昼　南京市内

13:00 江蘇省工程師学会と交流
　　　 環境産業、シルバー産業等について意見交換
夕食後ホテルチェックイン 南京市内 夕　南京市内

第3日 午前 環境産業、シルバー産業等視察 朝　ホテル
11/2（水） 午後 南京市内観光 * 2 昼　南京内

　　　　候補　中華門　中山陵　明孝陵　長江大橋　他
夕食後ホテルへ 南京市内 夕　南京市内

第4日 07:30 ホテル発蘇州へ 朝　ホテル
11/3（木） 11:00 蘇州着　その後蘇州市内視察・観光　* 2 昼　蘇州市内
日本は 　　　　　　寒山寺　拙政園　盤門　他
祝日 15:00 蘇州市科学技術協会（仮称）と交流（交渉中）

夕食後ホテルチェックイン 蘇州市内 夕　蘇州市内
第5日 08:00 ホテル発　蘇州観光 朝　ホテル
11/4（金） 　　　　　前日の続き

13:00 蘇州発上海へ 昼　蘇州市内
14:30 ホテル着　チェックイン
15:30 上海市科学技術協会表敬訪問
17:30 黄浦江夜景クルーズ 夕　船中
　　　　　船中にて同上及び上海留日同学会有志と交流
21:00 ホテル着 上海市内

第6日 08:00 ホテル発 朝　ホテル
11/5(土） 09:00 中国（上海）国際工業博覧会視察 昼　工業博会場

　　　　　　大阪市立大学のブースへ表敬訪問
12:00 同上発専用車で上海市内観光　豫園　他
16:30 上海浦東国際空港第２ターミナル着
19:05 NH976便にて大阪へ * 1
22:05　関西空港第１ターミナル着 夕　機内食

以上　5泊6日
注 * 1 時刻は現時点のものです。今後若干変更になる可能性があります。

* 2 お疲れの方はホテルで休養も可。
短縮型 ・11/3蘇州到着まで同道。その後に上海に移動し帰国または別行動も可とする。　

　送迎は幹事手配、交通費各自別途負担。
予算 約15万円/人（催行10名として）。ホテル一人部屋希望者は15,500円追加

最小参加人員７名。
申込締切 第1次締切：9月15日（木）⒓:00．　第２次締切：１０月５日（旅費が上昇する）
問合せ先 掛田健二　kakeyan_ken@gmail.com

江村和朗  emurakz2002@yahoo.co.jp　



  参加申込み締切り、2016年10月5日とさせて頂きます。

（技術士の方は技術士部門をご記入下さい。）

　　　　　航空券手配 要　・　　不要（自分で手配する）　（どちらかに○印をつけて下さい。）

　その他

　　　　　　　（11月3日早期帰国、現地参加・途中離団・視察先の希望等があればご記入下さい。）

　　　　　　　　　　　　          （　e-mail　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜参加申込書＞

生年
月日

性　別

男　・　女

記入日：2016年  月  日　

（どちらかに○をつけて下さい。2人部屋希望であっても同室者の指定がない場合は、一人部
屋となることがあります。）

氏名

海外旅行保険申込み希望 　　する　・　しない （どちらかに○印をつけて下さい。）

連絡先
携帯

電　話 FAX

名称 2016日中科学技術交流・視察

現住所
〒

出発日 2016/10/31（月）

フリガナ

フリガナ

〒550-0004 大阪市西区靭本町1-9-15 近畿富山会館ビル2階

職業

参加者氏名

電話

●パスポートの写真のあるページをコピーして貼り付けてください。
●パスポート残存期間：６か月（出発日より）

ホテル部屋希望

TEL:06-6444-3722 FAX:06-6444-3740 E-mail:pe@ipej-knk.jp

（公社）日本技術士会近畿本部中国研究会　会長　掛田健二

住所

渡航中の
連絡先

　　一人部屋　　・　　二人部屋（同室希望者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

続柄等
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