
お知らせ
学会参加の皆様へ

１．会期・会場
会期：2019年10月5日（土）　16：40 ～ 19：00（受付16：00 ～）
会場：宮崎観光ホテル西館10階スカイホール

会期：2019年10月6日（日）　8：30 ～ 16：00（受付8：00 ～）
会場：宮崎市民プラザ1階・4階　＊2・3階に会場はございません。

２．参加受付
参加受付および学会参加認定は下記の場所で行います。
各プログラムに参加される前に参加登録いただき、参加証をお受け取りください。
なお、事前参加登録がお済の方は「事前参加登録受付」にて参加証を受け取り、ネームホルダーを
ご利用の上、会場内では必ずご着用ください。
非会員の方は抄録集を会場にてお渡しいたします。九州各県技士会会員の方は各県事務局より事前
にお送りししますので必ずご持参ください。

【受付時間・場所】
2019年10月5日（土）　16：00 ～ 19：00
宮崎観光ホテル西館10階スカイホール
2019年10月6日（日）　8：15 ～ 15：00
宮崎市民プラザ1階

【参　加　費】
当日参加登録費
会　員：5,000円　＊日臨工会員証（ＪＡＣＥカード）の提示が必要です
非会員：7,000円
学　生：無料（社会人学生は除く）

【受付方法】
・記帳台にご用意いたします「参加登録用紙」にご記入の上窓口へお越しください。
・会員の方は当日受付窓口にてＪＡＣＥカードの提示が必要です。
＊ＪＡＣＥカードをお忘れの場合は非会員での参加受付となります事あらかじめご了承ください。
・参加証には氏名・所属先をご記入の上会場内では必ずご着用ください。
・ネームホルダーをご用意いたしますのでご利用ください。
・参加証に領収書をつけてお渡しいたしますので大切に保管ください。
・紛失された場合の再発行はいたしません。
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３．抄録集
抄録集は会費に含まれます。
2冊目以降は有料となりますのでご希望の方へ販売いたします。
1冊：500円
＊九州各県技士会会員の皆様には事前に各県事務局よりお送りしておりますのでご持参ください。
　当日お忘れの場合はご購入ください。

４．クローク
10月5日（土）　会場内に荷物置きをご用意いたします。
10月6日（日）　8：15 ～ 16：15
1階オルブライトホールホワイエにご用意いたしますのでご利用ください。
ただし、貴重品・パソコンなどの壊れやすい物、傘はお預かりいたしません。
万が一お預けされた場合の紛失・破損については一切の責任を負いかねます。
各階にコインロッカーがございますのでご利用ください。

５．共催セミナーについて
【イブニングセミナー】
セミナー時間　10月5日（土）　18：00 ～ 18：50
セミナー会場　宮崎観光ホテル　西館　10階　スカイホール
軽食等のご用意はございません。予めご了承ください。

【モーニングセミナー】
セミナー時間　8：30 ～ 9：20
会場の都合上、事前申込者および10月5日（土）に受付された方を優先的にご案内いたします。
10月6日（日）はお席に余裕がある場合当日参加の方もご案内させていただきます。
軽食をご用意いたしますので会場前でお取りください。（限定各100食）
なお、モーニングセミナー開始5分後より事前申込みは無効となりますのでお時間をご確認の上
ご来場ください。

【ランチョンセミナー】
セミナー時間　12：30 ～ 13：20
整理券を配布いたしますのでご希望の方はお取りください。
整理券配布時間　8：15 ～ 10：00　なくなり次第早目に終了いたします。
お弁当の数には限りがございますのでお一人様1枚までといたします。
また、ランチョンセミナー開始5分後より整理券は無効となります。
キャンセル待ちの方は各会場前にてお待ちください。
＊事前参加登録者の方で整理券のご予約をされた場合、整理券配布所にて氏名をお伝えいただき整

理券をお取りください。
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【スイーツセミナー】
◆スイーツセミナー女性セッション（「男女共同参画企画」のため、男性技士参加も大歓迎です）

セミナー時間　13：25 ～ 14：45
＊事前申込制です。100名様限定となっております。
　スイーツをご用意しております。また、抽選会も予定しております。
　当日空席がある場合は会場にてご案内いたします。

◆スイーツセミナー 1・2
セミナー時間　14：50 ～ 15：40
スイーツをご用意しております（限定各100食）。整理券等はございませんので会場前でお取り
ください。
整列は、14：35からといたします。各セミナー共催社様にて列整理されますので整列にご協力く
ださい。

６．機器展示
展示時間　10月6日（日）　8：30 ～ 15：00
展示場所　１階オルブライトホールホワイエ
　　　　　４階廊下、中会議室、学習室、エレベーター前

７．インターネットサービス
無線ＬＡＮによるインターネットの利用が可能です。

会　場 ＳＳＩＤ パスワード

宮崎観光ホテル wi-fiはございません。 －

宮崎市民プラザ
＊公衆無線LANサービス
　（Do Spot）

DoSPOT-FREE
なし。

初回のみ登録が必要です。

８．呼び出し
会場内でのお呼び出しはいたしません。また、ボードのご用意もございません。

９．落し物
落し物をされた場合は総合案内へお越しください。

10．ドリンクコーナー
日時：10月6日（日）　8：30 ～なくなり次第終了
場所：４階学習室、中会議室
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11．駐車場

日　程 会　場 場　所 台　数 利用時間

10月5日（土） 宮崎観光ホテル 立体駐車場 374台

一般のお客様　300円／ 1時間
※当ホテルをご利用のお客様は４時

間まで無料。
　４時間以降は１時間毎に300円か

かります。

10月6日（日） 宮崎市民プラザ
地下駐車場 72台＋身障者５台

１時間以内無料
（２時間以上　　

　１時間100円）

7時15分～　
　22時30分

松橋駐車場 37台＋身障者２台 無料
8時30分～　
　22時30分

・近隣に有料駐車場もございます
・宮崎市河川敷駐車場は、原則、公園利用者のために開放されております。利用はお控えください。
・10月6日(日)は宮崎市役所第５駐車場（無料・最大80台：利用時間7時30分～ 17時）を準備する

予定ですが、宮崎市の行事等により共用または使用できない可能性がございます。
　当日係員がご案内いたしますので確認の上駐車をお願いいたします。

12．その他
①喫煙について
　館内は禁煙です。指定の喫煙スペースをご利用ください。
②写真撮影について
　プログラム会場内での撮影は禁止です。演者スライドの撮影はお断りしております。
③携帯電話やアラーム付きの時計などはマナーモードにお切替えになるか電源をお切りください。

単位取得について
◆日本臨床工学技士会　臨床工学技士認定制度　点数取得について
　本会に参加することで「臨床工学技士認定制度」の８単位が取得できます。

◆日本医療機器学会　ＭＤＩＣ認定制度　点数取得について
　本会に参加することでＭＤＩＣ10単位が取得できます。

◆透析技能検定試験制度協議会　透析技能検定　点数取得について
　本会に参加することで透析技能検定更新ポイント５ポイントが取得できます。

◆日本生体医工学会　臨床ME認定士認定制度　点数取得について
　本会に参加することで臨床ME専門認定士の10単位が取得できます。
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その他
１．意見交換会

日　時：10月5日（土）　19：15 ～（受付18：45 ～）
会　場：宮崎観光ホテル　西館　1階　はな花
参加費：【会　員】4,000円
　　　　【非会員】（企業等含む）6,000円

２．宮崎日機装工場見学
日　時：10月5日（土）　12：00 ～ 16：00
所在地：宮崎県宮崎市高岡町高浜　宮崎ハイテク工業団地
宮崎観光ホテルよりシャトルバスをご用意いたします。詳細はHPをご覧ください。

３．市民公開講座
日　時：10月6日（日）　13：25 ～ 14：15（受付12：45 ～）
会　場：宮崎市民プラザ　1階　オルブライトホール
演　題：「新しいことへのチャレンジ力～アスリートと芸人の二刀流～」
司　会：大森うたえもん
講　師：猫　ひろし
一般市民の方々にも公開いたします。（参加費無料）

４．リンクスＸ委員会
日　時：10月5日（土）　12：30 ～ 13：30
会　場：宮崎日機装工場
10月6日（日）に、宮崎市民プラザ1階オルブライトホールホワイエ（情報コーナー）において、
各県の活動のポスター掲示を行います。ポスター発表形式での報告を行う予定です。

５．九州臨床工学技士連絡協議会
日　時：10月5日（土）　14：00 ～ 16：00
会　場：宮崎日機装工場

６．自治体病院協議会
日　時：10月6日（日）　9：20 ～ 10：20
会　場：宮崎市民プラザ　4階　小会議室②
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会場へのアクセス
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宮崎市民プラザ宮崎市民プラザ

宮崎観光ホテル宮崎観光ホテル

宮崎市役所宮崎市役所

宮崎市民プラザまで

　バスをご利用の方　

〇橘通1丁目バス停をご利用ください。
　橘通1丁目バス停から徒歩3分

　電車・バスをご利用の方　

〇宮崎駅・南宮崎駅からバスで10分、徒歩30分

　空港をご利用の方　

〇宮崎空港からバスで25分、タクシーで20分

宮崎観光ホテルまで

　自動車をご利用の方　

〇宮崎空港より15分、JR宮崎駅より5分、宮崎自
動車道より10分、宮崎港より10分、日向港よ
り1時間20分

　バスをご利用の方　

〇JR宮崎駅より10分
　（「橘通１丁目」下車で徒歩10分）
　宮崎港より20分
　（「橘通１丁目」下車で徒歩10分）
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