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平成 29 年度「第 40 回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全国大会」のご案内 

̶平成 29 年 7 月 30 日（日）開催 京都府京都市（京都ホテルオークラ）̶ 

 

セミナー参加・懇親会 

京都府産婦人科医会 

 平成 29 年度「第 40 回日本産婦人科医会性教育指導セミナー」の開催をご案内申し上げま

す。円滑な運営のため、下記の案内要項に沿ってお申し込み頂きますようご理解とご協力を

お願いいたします。 

◎参加のご案内 

1. 開催日時 

 懇親会 セミナー 

日 時 平成 29 年 7 月 29 日（土） 

18：00~20：00 

平成 29 年 7 月 30 日（日） 

9：15~15：30 

会 場 京都ホテルオークラ 4F 暁雲 

〒604-88558 京都市中京区河原町御池 Tel 075-211-5111 

 

2. 参加費 

セミナー参加費  

（1 名様） 

懇親会参加費 

医師 医師以外 

申し込み締め切り日/当日参加 

事前参加登録 15.000 円 10.000 円 2.000 円 平成 29 年 6 月 16 日（金）まで 

当日参加 16.000 円 12.000 円 3.000 円 当日参加も可 

   ＊セミナー参加費には、参加費、資料代、ランチタイムセミナー参加費を含みます。 

 ＊参加申し込みに対し事務手数料として、別途お一人様 540 円を申し受けます。  

 

3. 申し込み お支払い方法 

「参加申込書」（４ページ）に必要事項を記入の上、6 月 16 日（金）までに FAX または郵送にて㈱

トラベルファイブジャパンまでお申し込み下さい。セミナーおよび懇親会の参加費は、㈱トラベル

ファイブジャパンより送付されます「参加費・宿泊費請求書」にてお支払いください。 

原則として、セミナー・懇親会の参加費は返金不可となりますのでご了承ください。 

期間中京都市内のホテルの個別予約は困難が予想されます。早めの申込をお願いします。 

 

4. 会場案内  京都ホテルオークラ 4F 暁雲 

 京都ホテルオークラへのアクセス  

 →http://okura.kyotohotel.co.jp/about/access/ 

 

交通 

電 車 JR「京都駅」より地下鉄烏丸線「烏
丸御池駅」乗換。地下鉄東

西線「京都市役所前駅」下

車ホテル地下 2 階と直結。 

車 JR 京都駅より車で約 15 分。 
名神京都東 I.C.より車で約 20 分。

京都南 I.C.より車で約 30
分。 

飛行機 関西国際空港より車で約 90 分。 
伊丹空港より車で約 70 分。 
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5. プログラム「第40回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全国大会」7月 30日（日） 
時間 メインテーマ 15 歳以下の妊娠・出産をゼロにするために ~ 今

私たちにできること ~ 

9：15 開会式 

若年妊娠の問題点 ~児童虐待の視点から~ 9：40~

11：40 

ワークショ

ップ 

 

座長：日本産婦人科医会常務理事 種部 恭子 

   京都府産婦人科医会副会長 南部 吉彦 

演者：京都少年鑑別所精神科医 定本 ゆきこ 
    都大路法律事務所弁護士 NPO 法人子どもセンター  

     ののさん代表 安保 千秋 

   産科・婦人科江川クリニック院長 江川 晴人 

OC・LEP の近未来 ～今私たちができること～ 11：50~ 

12：50 

ランチタイ

ムセミナー 座長：京都大学大学院医学研究科器官外科学婦人科学産科学講座

教授 万代 昌紀  

演者：京都府立医科大学大学院 女性生涯医科学教授 北脇 城 

思いがけない妊娠の背景と支援 13：00~ 

14：00 

特別講演 

座長：日産婦医会女性保険部会委員長 山本 宝 

演者：地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合

医療センター 母子保健情報センター長 佐藤 拓代 
15 歳以下の妊娠・出産をゼロにするために 14:00 ~

15：25 

シンポジウ

ム 座長：日産婦医会常務理事  安達 知子 

    京都産婦人科医会会長 田村 秀子 

1） 青森県産婦人科医会会長 蓮尾 豊 

 2）  京都府警察本部刑事部捜査第一課 性犯罪捜査指導係長 

   三原 恵 

3） 京都市教育委員会（予定） 

4） 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課学校保健対策専

門官            北原 加奈子 

15：25 次回開催地紹介、次期会長挨拶、閉会宣言 

ランチタイムセミナー・特別講演は日産婦学会・日本専門医機構参加単位（領域講習 1 単位）が加

算されます。e-医学会カードをご持参ください 

6. 関連行事「府民公開講座」京都産婦人科医会、日本家族計画協会、避妊教育ネットワーク共催  

 7 月 29 日（土）京都府立医科大学図書館ホール（京都駅から市バス 4,7,205 系統 20~

35 分 府立医大病院前下車徒歩 2 分 Tel 075-212-5400） 

時間 テーマ  若年の妊娠 守ってあげたい~You don’t have to worry ~ 

15：00 オープニングアトラクション 京都府警察音楽隊＆カラーガード隊 

15：25 主催者挨拶  京都府産婦人科医会会長 田村 秀子 

「15 歳の出産 それぞれの選択」～予期せぬ妊娠を望む未来へと繋

ぐ～ 

15：30~ 

15：55 

ロールプレ

イング（寸

劇） 出演；避妊教育ネットワーク 

16：00~ 

17：00 

ワークショ

ップ 

 

司会：日本家族計画協会家族計画研究センター所長 北村 邦夫 

   日本産婦人科医会女性保険委員会副委員長 野口 まゆみ 

発言；産科・婦人科 松本クリニック副院長  大西 用子 
    こじまレディースクリニック院長   小島 秀規 

      京都府健康福祉部家庭支援課長    福井 千津 
   丸山産婦人科医院副院長       渡邉 智子 



地区 ホテル名 会場まで 料金 申込記号
７月２９日(土) ２３，３００円
７月３０日(日) １５，７００円
７月２９日(土) ３９，５００円
７月３０日(日) ２７，６００円

(朝食付き)
７月２９日(土) １５，６００円
７月３０日(日) ９，７００円
７月２９日(土) ２０，６００円

(朝食付き) ７月３０日(日) １３，０００円
７月２９日(土) １１，３４０円
７月３０日(日) １０，２６０円
７月２９日(土) １６，２００円
７月３０日(日) １４，０４０円
７月２９日(土) １９，４４０円
７月３０日(日) １７，２８０円

(朝食付き)
７月２９日(土)
７月３０日(日)
７月２９日(土)
７月３０日(日)
７月２９日(土)

(朝食付き) ７月３０日(日)
京都セントラルイン ７月２９日(土)
(朝食は７００円/日・現地にて) ７月３０日(日)

７月２９日(土) １３，４００円
７月３０日(日) １０，５００円
７月２９日(土) １４，５００円

(朝食付き) ７月３０日(日) １２，８００円
７月２９日(土) １４，６００円
７月３０日(日) ９，７００円
７月２９日(土) １８，４００円

(朝食付き) ７月３０日(日) １３，０００円
ホテルモントレ京都 ７月２９日(土) １６，７４０円

(朝食付き) ７月３０日(日) １３，５００円
７月２９日(土) １６，２００円
７月３０日(日) １２，４２０円
７月２９日(土) １８，３６０円

(朝食付き) ７月３０日(日) １６，２００円

取消日 9日前～2日前の解除 前日
取消料 代金の10％ 代金の20％

郵送の場合
FAXの場合

(３)ご請求書等の記載内容をご確認の上、指定期日までに銀行振込にてお支払ください。振込手数料はご負担ください。

３．お申し込み後の変更・取り消しについて
(１)宿泊の変更・取消が発生した場合は、お早目にFAXにてご連絡をお願いします。間違い防止のため、電話だけでの変更・
　　取消し、お受けできませんのでご了承ください。
(２)宿泊の変更・取消につきまして下記の取消料を申し受けます。

２．お申し込みからご精算までのご案内
(１)所定のお申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込みください。 ※電話による申込・変更等はトラブルの
　　原因となりますのでご遠慮ください。
(２)大会の１カ月前までに、各種予約確認書・ご請求書等を申込者へご郵送させていただきます。

   ホテルが確保できない場合は、別途ご案内させていただきます。
(４)ツイン料金は２名様ご利用の際のお一人様あたりの料金です。ツインルームをご希望される場合は、必ず同室者氏名を
   申込書の所定欄にご記入ください。
(５)ホテルでの朝食が不要な場合でも料金の払い戻しはいたしません。予めご了承くださいませ。
(６)申込締切日：平成29年6月16日(金)　必着

①－Ｔ

シングル　※1 ①－Ｓ

※1：ツインルームのシングル利用

■宿泊設定日：平成29年7月29日(土)、30日(日)

万全の体制で取り組む所存です。皆様方のご来訪を心よりお待ち申し上げます。

　この度 「第40回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全国大会」 が京都市にて開催されます事を心よりお慶び申し上げます。
　ご参加されます皆様方の宿泊の手配を、トラベル ファイブ ジャパンにてご用命賜りました。本大会が盛会裡に終了致しますよう

株式会社　トラベル ファイブ ジャパン

１．宿泊プランのご案内

宿泊日／部屋タイプ

会場ホテル
京都ホテルオークラ

-

ツイン

※２：ダブルまたはツインルームのシングル利用
徒歩圏内

京都ロイヤルホテル＆スパ
徒歩約３分

ツイン ②－Ｔ

シングル ②－Ｓ

ロイヤルパークホテル・ザ・京都
徒歩約５分

ツイン ③－Ｔ

シングル ③－Ｓ

ダブル　　※２ ③－Ｄ

ホテルギンモンド京都
徒歩約10分

ツイン(18㎡) １３，８７８円 ④－Ｔ１

ツイン(22㎡) １２，０９６円 ④－Ｔ２

シングル １２，６９０円 ④－Ｓ

徒歩約12分 ツイン １４，４００円 ⑤－Ｔ

シングル ⑥－Ｓ

三井ガーデンホテル京都三条
烏丸御池駅・徒歩約１分

ツイン ⑦－Ｔ

シングル ⑦－Ｓ

ハートンホテル京都
烏丸御池駅・徒歩約２分

ツイン ⑥－Ｔ

当日の解除または無連絡不参加

烏丸御池駅・徒歩約2分 シングル ⑧－Ｓ

東西線２駅
ANAクラウンプラザホテル京都

二条城前駅・徒歩約１分
ツイン ⑨－Ｔ

シングル ⑨－Ｓ

東西線１駅

(１)宿泊の料金は1泊朝食付き(サービス料・税金・通信費込み)のお一人様料金です。
(２)お申込みの際は別紙申込書に「申込記号」をご記入ください。
(３)ホテルの予約につきましては、先着順とさせていただきます。必ず第２希望までご記入ください。やむを得ず、ご希望の

電話　：　０６－６２５３－０２１２　ＦＡＸ：０６－６２５３－０６７９

代金の１００％

＊　申込先・お問い合わせ先　＊

申込先 〒541-0059　大阪市博労町3-6-7　㈱トラベル ファイブ ジャパン　担当：谷川/伊東
０６－６２５３－０６７９

営業時間：月～金　9：00～17：30　(休業日：土、日、祝日)

平成29年度 「第40回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全国大会」 宿泊のご案内



〒

フリナガ

第一希望 第二希望 第一希望 第二希望

セミナー 懇親会 ホテル記号 ホテル希望 ホテル記号 ホテル希望

１．参加手続

２．費用振込

３．参 加 証

４．申込変更

　
５．個人情報

申込書右上の「追加・変更・取消」に○印をし、変更箇所を上書きでご記入の上、
FAXまたは郵送でご連絡ください。

お客様とのご連絡や申込手配とその手続きに必要な範囲内の利用に限定します。

※当日受付は参加費が異なります。ご了承ください。

複数でお申込みの場合、申込代表者宛に参加証をまとめてお送りいたします。

〒541-0059　大阪市中央区博労町3-6-7

本用紙で申込後、(FAXまたは郵送)、後日送付します請求書記載の口座への参加費等
送金で完了となります。(郵送にてお申込の場合、必ず本紙をコピーし保管してください。)

口座情報に関しまして、後日㈱トラベル ファイブ ジャパン より送付されます
「参加費・宿泊費請求書」にてご確認ください。
※「参加費」に関しても、㈱トラベル ファイブ ジャパン にて取りまとめを行います。

申込締切（6月16日）後、参加費の入金を確認の上、大会当日の2週間前までに「参加証」
を郵送いたします。
※参加費：原則としてキャンセルに伴う参加費の返金はございません。ご容赦ください。

※代表者と振込者が異なる場合は
必ずご記入ください。

追加・変更・取消

平成29年　　月　　日申込み

□所属先　　□自宅
※何れかにレ点を付けてください

参加証・宿泊証送付先

フリガナ振込者名

申込代表者
(ご記入者)名

電話番号：

携帯電話：

ＦＡＸ：

4
１．医師 １．参   加
２．医師以外

２．不参加３．学生

3
１．医師 １．参   加
２．医師以外

２．不参加３．学生

2
１．医師 １．参   加
２．医師以外

２．不参加３．学生

1
１．医師 １．参   加
２．医師以外

２．不参加３．学生

No

①－Ｓ ②－Ｓ ①－Ｓ

７月２９日(土曜日) ７月３０日(日曜日)
宿泊申込(記号記入)

性別

男
キョウト　タロウ

京都　太郎
例 ②－Ｓ

備考
(同室者等)

参加申込(○印記入)

１．医師

２．医師以外

３．学生

１．参   加

２．不参加

同室者
京都花子

(キョウト　ハナコ)

参加者指名

(申込締切日)平成２９年６月16日(金)

第４０回日本産婦人科医会

性教育指導セミナー全国大会

参加・宿泊申込書(事前登録)

ＦＡＸ：０６－６２５３－０６７９

㈱トラベルファイブジャパン
第４０回日本産婦人科医会　性教育指導セミナー　係

郵送先
住   所 御堂筋三都ビル４階 


