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近畿本部主催 第19次2017訪中団 募集 

近畿本部日中科学技術交流小委員会 

世話役 掛田健二（中国研究会会長） 

近畿本部日中科学技術交流小委員会は、10 月 29 日（日）から 11 月 4 日（土）の 6 泊 7 日での

第 19 次訪中団派遣を 6 月 29 日に決定しました。参加者の募集を行います。 

揚子江に 2009 年に完成した世界最大水力発電ダムの三峡ダム視察、武漢市史跡視察、昨年

に引続き南京市で江蘇省工程師学会との第 2 回シンポジウム、上海市第 1 回老年在宅介護国際

シンポジウムへ参加します。 技術士以外の参加者（技術士会補助金分の負担有り）も歓迎します。 

ご参加頂けますよう、お願いいたします。 

記 

１． 概略日程 

（１）10 月 29 日（日）集合１：関空  JL897 関空 14:40--上海浦東 16:25 

          集合２：上海浦東 MU2676 浦東 19:20--宜昌 21:45  宜昌市泊 

（２）10 月 30 日（月）宜昌 三峡ダム視察。   専用車にて武漢へ    武漢市泊 

（３）10 月 31 日（火）武漢市史跡視察。       武漢→南京（高速鉄道）  南京市泊 

（４）11 月 1 日（水）江蘇省工程師学会とシンポジウム、交流。     南京市泊 

（５）11 月 2 日（木）南京→上海（高速鉄道）。上海市科技協会訪問    上海市泊 

（６）11 月３日（金）上海市高齢者在宅介護国際シンポジウム     上海市泊 

（７）11 月４日（土）AM：同上シンポジウム     JL898 浦東 17:50/関空 21:00 

２． 最小募集人員 10 名。 

３． 費用： 中国国内旅費（３食付き）16 万円。ホテルは２人部屋、4 つ星クラス。 

ホテル一人部屋希望者は 24,000 円増加。 関空・他－上海間航空券は参加者準備。 

関西他－上海往復 JAL 便での団体フル参加の場合、訪中団事務局が航空券を予約可。 

４． 集合場所 28 日 12:30 関西空港、同 17:50 上海浦東空港。時間厳守。 

５． 申込締切：第 1 次締切 7 月 31 日(月)、第 2 次締切 9 月 19 日（火）（旅費が増加） 

６． 南京市及び上海市での行事からの途中参加・離団も可能。参加費用は別途。 

７． 問合せ先：掛田健二 kakeyan̲ken@gmail.com  三木俊明 shunmei̲miki@flute.ocn.ne.jp 

詳細情報は近畿本部 HP・同中国研究会 HP 参照。 

--------------------申込書---------------------- 

（１） 氏名：            技術士・技術士補・一般、 技術士部門： 

（２） E-mail:                              勤務先： 

（３） 集合場所：10 月 29 日関西空港 12:30。    10 月 29 日上海浦東空港 17:50 

その他（10 月 3１日南京市ホテル、11 月 3 日上海市シンポジウム会場） 詳細別途連絡 

（４） （３）団体フル参加希望（あり、なし）  関空－上海往復航空券手配希望（あり、なし）   （終） 



参加者各位                                作成 2017年 7 月 1 日 R3 

公益社団法人日本技術士会近畿本部 ⽇中科学技術交流⼩委員会 

２０１７⽇中科学技術交流・視察 日程表   ＜6 泊 7 日＞ 

月/日 都 市 工 程・内 容 宿泊地 食 事 

D１ 

10/29 

(日) 

 

関空 

上海 

 

上海 

宜昌 

国際線にて関空→上海（航空券各自購入） 

JL897 関空 14:40/浦東 16:25 

**（注記１）** 

上海→宜昌（国内線（航空機）） 

MU2676/浦東 19:20-宜昌 21:45 

専⽤⾞にてホテルへ 23:00 頃着 

宜昌 泊 

 

均瑶錦江 

または 

同等ｸﾗｽ 

朝︓各自 

昼︓各自 

⼣︓浦東空港内 

（各自喫食） 

D2 

10/30 

（月） 

宜昌 

 

三峡ダム 

 

武漢 

三峡査察   ホテル 7:00 発 

08:00 宜昌市内・三峡下り乗船（船） 

葛洲坝、⻄陵峡など通過する 

12:00⻩陵廟 船着場で下船 

昼⾷後︓三峡ダム査察（バス（混載⾞にて）） 

その後︓専⽤⾞にて武漢へ（約４hr） 

武漢 泊 

帝盛または同

等ｸﾗｽ 

朝︓ホテル 

 

 

昼︓⻩陵廟付近 

 

⼣︓武漢市内 

D3 

10/31 

（火） 

武漢 

南京 

武漢市内査察 

⻩鶴楼、湖北省博物館、武漢天地など 

武漢→南京（高速鉄道）（約 3hr） 

南京 泊 朝︓ホテル 

昼︓武漢市内 

⼣︓南京市内 

D4 

11/1 

（水） 

南京 江蘇省⼯程⼠学会との交流 

（南京市⾏事からの参加受け⼊れ可能） 

南京 泊 朝︓ホテル 

昼︓南京市内 

⼣︓南京市内 

D5 

11/2 

（木） 

南京 

上海 

南京→上海（高速鉄道）（約 1.5hr） 

上海到着後、上海市科技協表敬訪問 

上海 泊 朝︓ホテル 

昼︓上海市内 

⼣︓上海市内 

D6 

11/3 

（⾦） 

上海 上海市高齢者在宅介護シンポジウムに参加 

（在宅介護ｼﾝﾎﾟのみの参加受け⼊れ可能） 

上海 泊 朝︓ホテル 

昼︓ｼﾝﾎﾟ会場 

⼣︓上海市内 

D7 

11/4 

（土） 

上海 

関空 

午前︓在宅介護ｼﾝﾎﾟ展示会参観 

時間があれば上海市内査察 

**帰国の途へ** 

国際線にて上海→関空（航空券各自購入） 

JL898 浦東 17:50/関空 21:00 

 

 

 

帰 国 

朝︓ホテル 

昼︓上海市内 

 

⼣︓空港内 

（各自） 

注記１）集合は関空（集合場所１）、または上海（集合場所２）とし、各自選択願います。 

集合場所１︓関⻄空港 JAL（MU)国際ﾁｪｯｸｲﾝｶｳﾝﾀｰ、集合時間 12:30 厳守 

集合場所２︓上海浦東空港第１ﾀｰﾐﾅﾙ国内線中国東方航空(MU)ﾁｪｯｸｲﾝｶｳﾝﾀｰ、集合時間 17:50 厳守 

 ２）本⽇程での関空〜上海間往復航空券の購⼊（約 5万円程度）は、出発前に各自でお願いします。但し、

購入が面倒な方は世話役までご連絡下さい。ご支援いたします。 

 ３）上海、武漢、南京、宜昌での移動はすべて⽇本語ガイド付き専⽤⾞を利⽤。但し、⾼速鉄道を除く。 

 ４）参加費用は約 16万円（関空〜上海航空費除く）/⼈、最低催⾏⼈員 10 名、ホテルは２人部屋、4 つ星

クラス。ホテル一人部屋希望者は 24,000 円旅費増加します。 

 ５）申込締切︓第 1次締切 7 月 31 日(月)12:00、第 2次締切 9 月 19 日（火）（旅費が増加します） 

 ６）希望により、南京市及び上海市での⾏事からの途中参加も可能です。参加費⽤は別途調整します。 

７）すべての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。 

８）問合せ先︓掛⽥健⼆ kakeyan̲ken@gmail.com  三木俊明 shunmei̲miki@flute.ocn.ne.jp  以上 


