
第41回日本産婦人科医会学術集会・香川県大会 －第2報－
担当：中国・四国ブロック 開催地：香川県高松市 大会会長：樋口 和彦

メインテーマ：産婦人科に再び栄光を ～グラスシーリングを打ち砕け～

この度､第41回日本産婦人科医会学術集会を香川県高松市で開催することになりました｡担当である中国・四国ブロッ
クの先生方のご支援を受けながら、現在、主務である香川県産婦人科医会が鋭意準備中です。『産婦人科に再び栄光を
～グラスシーリングを打ち砕け～』をテーマとしてシンポジウムを企画しました。将来の産婦人科医療は女性医師の活
躍にかかっています。いかに働いてもらうか、どのように働きたいか、働くにはどのような環境が必要かなど、活発な
討論を期待しています。
チャリティゴルフ大会は志度カントリークラブを予定しています。ここはアルバ100選にも選ばれ、瀬戸内海が見渡
せ白い灯台を臨むことができるゴルフ場です。観光は栗林公園、屋島、こんぴらさんなど香川県内の名所旧跡等をご用
意致しました｡ また､ 食べ物は讃岐うどんは勿論のこと､ 海の幸､ 山の幸を多数ご賞味いただきたく準備しております｡
全国の産婦人科の先生方をはじめ、ご家族・スタッフの方々の参加を心よりお待ちしております。
会 期：平成26年10月11日㈯・12日㈰
会 場：JRホテルクレメント高松（香川県高松市浜ノ町1-1 ☎087-811-1111）
学術集会参加費：事前登録10,000円（ご家族・初期研修医・専攻医・学生無料） 当日参加費12,000円
総懇親会参加費：10,000円［事前申し込み必要］ 学術集会、総懇親会ともに申込締切日：平成26年8月29日㈮

平成26年10月12日㈰

受 付 8：00～
開 会 式 9：00～9：30
会 長 講 演 9：30～10：00 「 演 題 未 定 」 日本産婦人科医会会長 木下 勝之
シ ン ポ ジ ウ ム 10：00～12：00

テ－マ「女性医師にいかに働いてもらうか どのように働きたいか」

司会・イントロダクション 日本医科大学教授 中井 章人
シンポジスト 名古屋市立大学教授 杉浦 真弓
シンポジスト 日本医科大学准教授 関口 敦子
シンポジスト 厚労省労働衛生課長 泉 陽子

ランチョンセミナー 12：00～13：00
第1会場 「ホルモン・内分泌・子宮内膜症｣（仮題） 徳島大学教授 苛原 稔
第2会場 「胎児3D/4D超音波診断」 香川大学教授 秦 利之
教 育 講 演 13：00～14：00
第1会場 「周産期分野｣（仮題） 広島大学教授 工藤 美樹
第2会場 「不妊の臨床について｣（仮題） 山口大学教授 杉野 法広
おぎゃー献金贈呈式 14：00～14：15
市 民 公 開 講 座 14：15～15：15

「弘法大師の夢－生命の思想」 真言宗威徳院住職 坂田 知應
大会旗引継ぎ・閉会式 15：15～

※大会のお問い合わせ：第41回日本産婦人科医会学術集会事務局
〒760-8534 香川県高松市浜ノ町73番4号 香川県医師会館内 香川県産婦人科医会
TEL:087-823-0155 FAX:087-823-0266 E‑mail:41jaog@kagawa.med.or.jp

大 会 プ ロ グ ラ ム （敬称略）

平成26年10月11日㈯

チャリティゴルフ大会 9：00スタート 志度カントリークラブ
おぎゃー献金合奏団演奏会 17：30～18：30
総 懇 親 会 18：30～21：00
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第41回日本産婦人科医学術集会 香川県大会 お申込手続きのご案内
【参加登録・懇親会・宿泊プラン・観光コース・ゴルフ大会】

会 期 平成26年10月11日（土)・12日（日）
会 場 JRホテルクレメント高松 〒760-0011 香川県高松市浜ノ町1-20 ☎087-811-1111 Ⓕ087-811-1100
会場までの JRご利用の方 JR高松駅より 徒歩1分
交 通 航空機ご利用の方 高松空港より空港リムジンバスにて 所要時間 約40分

1．参 加 登 録
参加登録料 会員 10,000円（当日 12,000円)（ご家族、コ・メディカル、専攻医、初期研修医、学生は無料）
※ご入金後の取消や大会当日欠席の場合、参加登録料の返金はございません。
※大会事務局に代わって、JR四国ワープ高松支店が代行収受いたします。
※お申し込み1名様につき、500円の事務通信費を申し受けさせていただきます。
2．懇 親 会
日 時：平成26年10月11日（土）
場 所：JRホテルクレメント高松 3F 大宴会場「飛天」 18時30分～
料 金：10,000円
※大会事務局に代わって、JR四国ワープ高松支店が代行収受いたします。
3．宿泊プラン ※16頁を参照してください。
4．観光コース ※申込書【参加登録・宿泊プラン・懇親会・観光コース・ゴルフ大会】裏面を参照してください。
5．託 児 所 ※10月12日（日）学術集会当日ご利用の方は、申込書にご記入ください。後日、担当者からご連絡させ

ていただきます。
6．ゴルフ大会
日 時：平成26年10月11日（土） 午前9時03分スタート 中コース
場 所：志度カントリークラブ 〒769-2103 香川県さぬき市小田231 TEL：087-896-0111 FAX：087-896-0432

7．お申込方法とお支払い
①別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、JR四国ワープ高松支店へ FAXにてお申し込みください。
※電話でのお申し込みは、誤扱い防止のためお断りさせていただきます。

申込締切 ： 平成26年8月29日（金）までに必着でお願い致します

※申込締切後でも、お気軽にお問合せください。
②平成26年9月19日（金）までに到着で、お申込代表者のご連絡先宛、予約確認書類（参加券・宿泊券等）及び請求書を
発送致します。
③お支払いは、平成26年10月3日（金）までに、請求書に記載の銀行口座へお振込をお願いいたします。
④振込手数料に関しては、ご負担願います。
⑤お申し込み後に、変更・取消をされる場合、各申込項目ごとに取消料を申し受けます。｢8．変更・取消について」の
項をご確認ください。
8．変更・取消について
①お申し込み後の変更・取消は、必ず FAXにて JR四国ワープ高松支店コンベンションデスクにご連絡ください。
・取消基準日は、弊社営業日・営業時間内の FAX着信時とさせていただきます。必ず書面にてご連絡ください。
（誤扱い防止のため、電話での変更・取消は致しかねますので予めご了承ください｡）
・旅行開始後の取消連絡は電話にて承ります。(大会当日の連絡先は、別途お送りする確認書に記載いたします｡）
②お申し込み後の取消につきましても各取消料を申し受けます。ご入金後のご返金は、変更・取消に生じた変更・取消料
を差し引いた金額を、大会終了後、銀行振込にてご返金させていただきます。
※参加登録料については、ご入金後の取消はできません。予めご了承ください。

（1）参加費（賞品・記念品代等含） 5,000円となります。(キャンセル時は、キャンセルフィーに充当）
（2）プレー代（プレーフィー一式）は、13,000円前後（昼食・飲み物代は含まず）です。当日各自にてご精算ください。
（3）全組に乗用カートとキャディーがつきます。
（4）メタルスパイクは禁止しておりますので、ソフトスパイクシューズ等をご着用ください。
（5）ゴルフ大会に多数のご参加をお待ちしております。また、ご婦人の参加を歓迎いたします。

組数に限りがございますので、できるだけ早めにお申し込みください。
（6）当日は、JRホテルクレメント高松(7時10分出発)よりゴルフ場(8時00分頃到着)までバスによる送迎を予定しております。
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取消日 21日前まで 20日～8日前 7日～2日前 前日 当日(連絡あり) 当日(連絡なし)
宿泊プラン 無料 30％ 50％ 80％ 100％

観光コース（日帰り） 無料 10～8日前20％ 30％ 40％ 50％ 100％
観光コース（1泊2日） 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

ゴルフ大会 無料 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
懇親会 無料 10～3日前50％ 2日前100％ 100％ 100％ 100％
交通機関 ※各交通機関の取消料規定に準ずる

宿泊施設名 部屋タイプ 宿泊代金
（税サ込み）

申 込
コード

ホテルから
大会会場まで

JR高松駅から
ホテルまで

JR ホテルクレメント高松
（旧 全日空ホテルクレメント高松）
〒760-0011香川県高松市浜ノ町1-1

TEL：087-811-1111
FAX：087-811-1100

シングル 12,500円 1-S 大会 会場
懇親会 会場

※ゴルフ大会
送迎バス発着地

徒歩 1分
ツイン

（2名利用） 12,000円 1-T

ツイン
（1名利用） 18,000円 1-TS

■宿泊利用日：平成26年10月10日（金)、10月11日（土)、10月12日（日） ※3日間ご用意しております。

【変更・取消料】

9．お申し込み・お問い合わせ先
《参加登録・宿泊プラン・観光コース・ゴルフ大会等に関するお問い合わせ先》
JR四国 ワープ高松支店 コンベンションデスク
「第41回日本産婦人科医学術集会 香川県大会」係 担当：植松（ウエマツ）
〒760-0011 香川県高松市浜ノ町1-20 JR高松駅ビル1F
TEL：087-851-1326 FAX：087-821-7734 営業時間 平日10:00～18:00 土・日・祝：休業
観光庁長官登録旅行業 第1042号 四国旅客鉄道株式会社（JR四国）

《大会に関するお問い合わせ先》
第41回日本産婦人科医学術集会 香川県大会 事務局
〒760-8534 香川県高松市浜ノ町73-4 香川県医師会内 香川県産婦人科医会
TEL：087-823-0155 FAX：087-823-0266

☆宿泊プランのご案内
下記の宿泊施設をご用意しております。お申し込みの方は申込書へご記入していただき、FAXをお願い致します。

宿泊施設名 部屋タイプ 宿泊代金
（税サ込み）

申 込
コード

ホテルから
大会会場まで

JR高松駅から
ホテルまで

リーガホテルゼスト高松
〒760-0025香川県高松市古新町9－1

TEL：087-822-3555
FAX：087-822-7516

シングル 9,500円 2-S
徒歩 8分 徒歩 8分ツイン

（2名利用） 9,000円 2-T

高松東急イン
〒760-0024香川県高松市兵庫町9-9

TEL：087-821-0109
FAX：087-821-0291

シングル 10,000円 3-S
徒歩 8分 徒歩 8分ツイン

（2名利用） 8,000円 3-T

ダイワロイネットホテル高松
〒760-0029香川県高松市丸亀町8-23

TEL：087-811-7855
FAX：087-811-7856

シングル 9,800円 4-S
徒歩18分
車で 5分

徒歩18分
車で 5分ツイン

（2名利用） 8,800円 4-T

※宿泊料金は1泊朝食付き（消費税・サービス料込み）の料金です。平成26年10月10日（金）～12日（日）同一料金適用
※ツイン（2名利用）の宿泊料金は、1部屋2名利用の場合の、お一人様代金です。
※特定の宿泊施設・部屋タイプに集中することがございます。その際は上記宿泊施設の中からご希望以外の宿泊施設をご案内
させていただく場合がございますので、予めご了承ください。(第二希望までをご記入ください｡）
※朝食が不要の場合でも特別料金をご案内させていただいておりますので、ご返金は致しかねます。
※宿泊施設において、個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご精算願います。
※上記以外の宿泊施設（例えば 温泉旅館等）に関しても、お気軽にお問合せください。

■宿泊利用日：平成26年10月10日（金)、10月11日（土） ※2日間ご用意しております。
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