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日本日本日本日本ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－協会協会協会協会｢｢｢｢第第第第１７１７１７１７回通常総会回通常総会回通常総会回通常総会・シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム｣｣｣｣ならびにならびにならびにならびに交流会交流会交流会交流会のののの    

開催開催開催開催についてについてについてについて((((ごごごご案内案内案内案内))))    

    

拝啓拝啓拝啓拝啓    時下時下時下時下、、、、皆様皆様皆様皆様にはますますのごにはますますのごにはますますのごにはますますのご清栄清栄清栄清栄のこととおのこととおのこととおのこととお喜喜喜喜びびびび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    当協会当協会当協会当協会のののの活動活動活動活動にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、日日日日ごろからごろからごろからごろから格別格別格別格別のごのごのごのご支援支援支援支援、、、、ごごごご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りおりおりおりお礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げげげげ

ますますますます。。。。本年度本年度本年度本年度はははは、、、、おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで多多多多くのくのくのくの行事行事行事行事をををを遂行遂行遂行遂行できましたできましたできましたできました。。。。中中中中でもでもでもでも、、、、当協会当協会当協会当協会のののの最大行最大行最大行最大行

事事事事であるであるであるである全国産地全国産地全国産地全国産地シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム「「「「２０１０２０１０２０１０２０１０ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－ｉｎ－ｉｎ－ｉｎ－ｉｎ茨城茨城茨城茨城」」」」はははは全国全国全国全国からからからから５５０５５０５５０５５０名名名名

をををを越越越越えるえるえるえる参加者参加者参加者参加者をえてをえてをえてをえて、、、、７７７７月月月月２２２２日日日日～～～～３３３３日日日日のののの二日間二日間二日間二日間、、、、茨城県茨城県茨城県茨城県つくばつくばつくばつくば市市市市、、、、かすみがうらかすみがうらかすみがうらかすみがうら市市市市にににに

てててて、、、、盛大盛大盛大盛大にににに、、、、成功裏成功裏成功裏成功裏にににに開催開催開催開催することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。これもひとえにこれもひとえにこれもひとえにこれもひとえに会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様のののの温温温温かいかいかいかい

ごごごご支援支援支援支援によるものとによるものとによるものとによるものと深深深深くくくく感謝感謝感謝感謝いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。    

    さてさてさてさて、、、、当協会第当協会第当協会第当協会第１７１７１７１７回通常総会回通常総会回通常総会回通常総会・シンポジウムならびに・シンポジウムならびに・シンポジウムならびに・シンポジウムならびに交流会交流会交流会交流会はははは下記下記下記下記によりによりによりにより開催開催開催開催いたいたいたいた

しますのでごしますのでごしますのでごしますのでご案内申案内申案内申案内申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        

通常総会通常総会通常総会通常総会はははは会員各位会員各位会員各位会員各位とととと共共共共にににに今期今期今期今期をををを振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、併併併併せてせてせてせて次期次期次期次期をををを展望展望展望展望しししし、、、、会員各位会員各位会員各位会員各位ならびならびならびならび

にににに協会協会協会協会のののの前進前進前進前進のののの機機機機にしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた今総会今総会今総会今総会ではではではでは「「「「ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－栽培栽培栽培栽培

士資格認定証士資格認定証士資格認定証士資格認定証」」」」のののの第一回目第一回目第一回目第一回目のののの授与式授与式授与式授与式がががが行行行行われわれわれわれ、、、、６６６６名名名名のののの方方方方へへへへ授与授与授与授与されますされますされますされます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの方方方方々々々々

のののの活躍活躍活躍活躍はははは今後今後今後今後のブルのブルのブルのブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－栽培栽培栽培栽培のののの発展発展発展発展にににに大大大大きなきなきなきな力力力力になるものとになるものとになるものとになるものと確信確信確信確信しておりますしておりますしておりますしております。。。。        

ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－はははは国内的国内的国内的国内的にもにもにもにも躍進躍進躍進躍進のののの一途一途一途一途にににに有有有有りますがりますがりますがりますが、、、、生産生産生産生産とととと販売販売販売販売のののの両輪両輪両輪両輪のののの調和調和調和調和がががが相相相相まままま

ってこそのってこそのってこそのってこその発展発展発展発展ですのでですのでですのでですので、、、、今回今回今回今回ののののシンポジウムにつきましてはシンポジウムにつきましてはシンポジウムにつきましてはシンポジウムにつきましては、、、、本年本年本年本年のののの茨城大会茨城大会茨城大会茨城大会のののの

テテテテ－－－－ママママ「「「「ママママ－－－－ケッテングケッテングケッテングケッテング戦略戦略戦略戦略をををを如何如何如何如何にににに」」」」のののの一環一環一環一環とととと考考考考ええええ、、、、とくにインタとくにインタとくにインタとくにインタ－－－－ネットでのネットでのネットでのネットでの「「「「ママママ

－－－－ケッテングケッテングケッテングケッテング戦略戦略戦略戦略」」」」にににに注目注目注目注目しましたしましたしましたしました。。。。    

交流会交流会交流会交流会はははは、、、、チョットチョットチョットチョット趣向趣向趣向趣向をををを凝凝凝凝らしたデナらしたデナらしたデナらしたデナ－－－－になりますのでになりますのでになりますのでになりますので期待期待期待期待してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。旧知旧知旧知旧知をををを

温温温温めめめめ、、、、情報交換情報交換情報交換情報交換のののの場場場場としてとしてとしてとして大大大大いにいにいにいに活用活用活用活用していただければとしていただければとしていただければとしていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、時節時節時節時節ながらながらながらながら皆様皆様皆様皆様にはごにはごにはごにはご多忙多忙多忙多忙のこととのこととのこととのことと存存存存じますがじますがじますがじますが、、、、総会総会総会総会・シンポならび・シンポならび・シンポならび・シンポならび

にににに交流会交流会交流会交流会とととと、、、、あわせてごあわせてごあわせてごあわせてご出席出席出席出席いただきますようおいただきますようおいただきますようおいただきますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

敬具敬具敬具敬具    

    

    



記記記記    

    

    日日日日    時時時時            2010201020102010年年年年    10101010月月月月 2222日日日日（（（（土曜日土曜日土曜日土曜日））））    9999：：：：30303030～～～～19191919：：：：00000000    

                                第第第第１７１７１７１７期通常総会期通常総会期通常総会期通常総会                        10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030    

                                第第第第１７１７１７１７回回回回シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム                13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：45454545    

                                交流会交流会交流会交流会                                            17171717：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    

    場場場場    所所所所            東京都千代田区神田佐久間町東京都千代田区神田佐久間町東京都千代田区神田佐久間町東京都千代田区神田佐久間町 1111----9999    

                            東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社    3333ＦＦＦＦ会議室会議室会議室会議室、、、、2222ＦＦＦＦレストランレストランレストランレストラン    

    交通案内交通案内交通案内交通案内        ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅」」」」中央改札口中央改札口中央改札口中央改札口・・・・ＴＸ「ＴＸ「ＴＸ「ＴＸ「秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅」」」」A1A1A1A1出口出口出口出口    徒歩徒歩徒歩徒歩 1111分分分分    

                            東京東京東京東京メトロメトロメトロメトロ日比谷線日比谷線日比谷線日比谷線「「「「秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅」」」」徒歩徒歩徒歩徒歩 3333分分分分    都営新宿線都営新宿線都営新宿線都営新宿線「「「「岩本町岩本町岩本町岩本町」」」」徒歩徒歩徒歩徒歩 5555分分分分    

                            （（（（本書末尾本書末尾本書末尾本書末尾のののの地図地図地図地図をををを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください））））    

参加申込参加申込参加申込参加申込みみみみ    総会総会総会総会のみのみのみのみ出席出席出席出席（（（（無料無料無料無料））））。。。。同封同封同封同封のののの総会総会総会総会等等等等のののの参加参加参加参加申込申込申込申込みみみみ用紙用紙用紙用紙をををを協会事務局協会事務局協会事務局協会事務局へへへへＦＡＦＡＦＡＦＡ

ＸＸＸＸしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    FaxFaxFaxFax    03030303----3436343634363436----5708570857085708    

                        シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム及及及及びびびび交流会出席交流会出席交流会出席交流会出席はははは、、、、同封同封同封同封のののの郵便振替用紙郵便振替用紙郵便振替用紙郵便振替用紙をををを用用用用いいいい参加費参加費参加費参加費をををを納入納入納入納入

してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。先着順先着順先着順先着順 150150150150名受付名受付名受付名受付。。。。    

参加費参加費参加費参加費        

                            シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    会員会員会員会員                    5,0005,0005,0005,000円円円円            一般一般一般一般    7,0007,0007,0007,000円円円円    

                            交流会交流会交流会交流会                会員会員会員会員・・・・一般一般一般一般        5,0005,0005,0005,000円円円円    

                                                

        

１１１１                            第第第第１７１７１７１７回通常総会回通常総会回通常総会回通常総会（（（（10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030））））                                

議事次第議事次第議事次第議事次第    

1111）））） 開会開会開会開会のののの辞辞辞辞    

2222）））） 会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    

3333）））） 来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶    

4444）））） 議長選出議長選出議長選出議長選出    

5555）））） 議案審議議案審議議案審議議案審議    

①①①① 第第第第１１１１号議案号議案号議案号議案    第第第第１６１６１６１６期事業報告承認期事業報告承認期事業報告承認期事業報告承認のののの件件件件    

②②②② 第第第第２２２２号議案号議案号議案号議案    第第第第１６１６１６１６期決算報告並期決算報告並期決算報告並期決算報告並びにびにびにびに監査報監査報監査報監査報告承認告承認告承認告承認のののの件件件件    

③③③③ 第第第第３３３３号議案号議案号議案号議案    第第第第１７１７１７１７期事業計画承認期事業計画承認期事業計画承認期事業計画承認のののの件件件件    

④④④④ 第第第第４４４４号議案号議案号議案号議案    第第第第１７１７１７１７期予算承認期予算承認期予算承認期予算承認のののの件件件件    

⑤⑤⑤⑤ そのそのそのその他他他他    

6666）））） ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－栽培士認定栽培士認定栽培士認定栽培士認定、、、、認定証授与式認定証授与式認定証授与式認定証授与式    

7777）））） 閉会閉会閉会閉会のののの辞辞辞辞    

※ 昼食昼食昼食昼食    （（（（11111111：：：：30303030～～～～13131313；；；；00000000    各自各自各自各自でおでおでおでお取取取取りくださいりくださいりくださいりください））））    



 

 

    ２２２２        第第第第１７１７１７１７回回回回ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム（（（（１３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：４５４５４５４５）））） 

    

ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－産業産業産業産業のののの発展発展発展発展、、、、これまでとこれからこれまでとこれからこれまでとこれからこれまでとこれから 

・・・ブル・・・ブル・・・ブル・・・ブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－のののの新機能性新機能性新機能性新機能性とインタとインタとインタとインタ－－－－ネットネットネットネット世界世界世界世界のののの展開展開展開展開・・・・・・・・・・・・ 

 

 

１） 機能性特別講演機能性特別講演機能性特別講演機能性特別講演    （（（（約約約約４０４０４０４０分分分分）））） 

「「「「植物植物植物植物（（（（ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－）－）－）－）由来由来由来由来にににに依依依依るるるる乳酸菌乳酸菌乳酸菌乳酸菌のののの機能性機能性機能性機能性」」」」 

                                                    東京家政大学家政学部東京家政大学家政学部東京家政大学家政学部東京家政大学家政学部    食品加工学研究室食品加工学研究室食品加工学研究室食品加工学研究室 

                                                                                                教授教授教授教授    宮尾宮尾宮尾宮尾    茂雄茂雄茂雄茂雄        氏氏氏氏 

    

        ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－のののの持持持持つつつつ天然成分天然成分天然成分天然成分はははは多多多多くのくのくのくの健康機能性健康機能性健康機能性健康機能性にににに働働働働くことがくことがくことがくことが周知周知周知周知されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、最新最新最新最新のののの研究研究研究研究でででで、、、、

新新新新たなたなたなたな可能性可能性可能性可能性がががが報告報告報告報告されましたされましたされましたされました。。。。 

 

    ２２２２））））パネルデスカションパネルデスカションパネルデスカションパネルデスカション    「「「「インターネットインターネットインターネットインターネット世界世界世界世界のののの展開展開展開展開」」」」 

ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－産業産業産業産業のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを展望展望展望展望しししし、、、、新新新新しいインタしいインタしいインタしいインタ－－－－ネットネットネットネット活用活用活用活用のののの推進推進推進推進をををを考考考考えますえますえますえます。。。。 

ブロブロブロブロ－－－－ドバンドドバンドドバンドドバンド環境環境環境環境のののの整備普及整備普及整備普及整備普及はははは、、、、農産物流通農産物流通農産物流通農産物流通にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化をもたらそうとしていますをもたらそうとしていますをもたらそうとしていますをもたらそうとしています。。。。高速高速高速高速、、、、

高品質高品質高品質高品質をををを可能可能可能可能にしたにしたにしたにした新時代新時代新時代新時代のインタのインタのインタのインタ－－－－ネットネットネットネット環境環境環境環境はははは、、、、ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－のののの普及普及普及普及・・・・消費拡大消費拡大消費拡大消費拡大にににに大大大大きくきくきくきく影影影影響響響響

するとするとするとすると確信確信確信確信しますしますしますします。。。。 

    

            講演講演講演講演ⅠⅠⅠⅠ    （（（（約約約約３０３０３０３０分分分分）））） 

        「「「「今日今日今日今日のインタのインタのインタのインタ－－－－ネットでのネットでのネットでのネットでの情報発信情報発信情報発信情報発信とととと成功事例成功事例成功事例成功事例 

                    ～～～～ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－のののの発展発展発展発展にににに役立役立役立役立つつつつ情報発信情報発信情報発信情報発信のののの仕掛仕掛仕掛仕掛けとはけとはけとはけとは～」～」～」～」 

                                                                        ウエブデザイナウエブデザイナウエブデザイナウエブデザイナ－－－－                    岩垣岩垣岩垣岩垣            悠悠悠悠    氏氏氏氏 

            講演講演講演講演ⅡⅡⅡⅡ    （（（（約約約約３０３０３０３０分分分分）））） 

            「「「「生活者目線生活者目線生活者目線生活者目線のののの情報発信情報発信情報発信情報発信 

                    ～～～～魅力魅力魅力魅力あふれるインタあふれるインタあふれるインタあふれるインタ－－－－ネットネットネットネット発信発信発信発信のためにのためにのためにのために～」～」～」～」 

                                                野菜野菜野菜野菜ジャジャジャジャ－－－－ナリスト・ナリスト・ナリスト・ナリスト・野菜野菜野菜野菜ソムリエソムリエソムリエソムリエ            篠原篠原篠原篠原    久仁子久仁子久仁子久仁子    氏氏氏氏 

報告報告報告報告    （（（（約約約約 20202020分分分分）））） 

        「「「「協会協会協会協会ＨＰＨＰＨＰＨＰのののの管理担当報告管理担当報告管理担当報告管理担当報告・・・・個人個人個人個人ＨＰＨＰＨＰＨＰ開設開設開設開設 14141414年年年年のののの経験談経験談経験談経験談」」」」 

                                                日本日本日本日本ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－協会協会協会協会    編集委員長編集委員長編集委員長編集委員長            福田福田福田福田        俊俊俊俊        氏氏氏氏 

 

            解説解説解説解説    （（（（約約約約 20202020分分分分）））） 

            「「「「アンケアンケアンケアンケ－－－－トトトト分析分析分析分析・・・・・・・・日本日本日本日本ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－協会協会協会協会のこれまでとこれからのこれまでとこれからのこれまでとこれからのこれまでとこれから」」」」 

                                                                        日本日本日本日本リサリサリサリサ－－－－チチチチ総合研究所主任研究員総合研究所主任研究員総合研究所主任研究員総合研究所主任研究員 

日本日本日本日本ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－協会理事協会理事協会理事協会理事        影山影山影山影山    亥史郎亥史郎亥史郎亥史郎    氏氏氏氏 

総合討論総合討論総合討論総合討論    （（（（約約約約 40404040分分分分）））） 

ココココ－－－－デデデデｲｲｲｲネータネータネータネータ－－－－                                ハハハハ－－－－ベリベリベリベリ－－－－ガガガガ－－－－デンデンデンデン代表代表代表代表 

                                                                        日本日本日本日本ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－協会理事協会理事協会理事協会理事        住谷住谷住谷住谷    節子節子節子節子        氏氏氏氏 

 

3333                            交流会交流会交流会交流会    （（（（17171717：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000））））    

   会場会場会場会場：：：：レストランレストランレストランレストラン    浜町亭浜町亭浜町亭浜町亭    東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社ビルビルビルビル    ２２２２ＦＦＦＦ    



第第第第１ ７１ ７１ ７１ ７ 回回回回通常総会通常総会通常総会通常総会・シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム並並並並びにびにびにびに交流会参加申交流会参加申交流会参加申交流会参加申しししし込込込込みみみみ    
記記記記    

    日日日日    時時時時            2010201020102010年年年年    10101010月月月月 2222日日日日（（（（土曜日土曜日土曜日土曜日））））    9999：：：：30303030～～～～19191919：：：：00000000    

                                第第第第１７１７１７１７期通常総会期通常総会期通常総会期通常総会                        10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030    

                                第第第第１７１７１７１７回回回回シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム                13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：45454545    

                                交流会交流会交流会交流会                                            17171717：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    

    場場場場    所所所所            東京都千代田区神田佐久間町東京都千代田区神田佐久間町東京都千代田区神田佐久間町東京都千代田区神田佐久間町 1111----9999    

                            東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社東京都中小企業振興公社    総会総会総会総会：：：：3333ＦＦＦＦ会議室会議室会議室会議室、、、、交流会交流会交流会交流会：：：：2222ＦＦＦＦレストランレストランレストランレストラン    

    交通案内交通案内交通案内交通案内        ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅」」」」中央改札口中央改札口中央改札口中央改札口・・・・ＴＸ「ＴＸ「ＴＸ「ＴＸ「秋秋秋秋葉原駅葉原駅葉原駅葉原駅」」」」A1A1A1A1出口出口出口出口    徒歩徒歩徒歩徒歩 1111分分分分    

                            東京東京東京東京メトロメトロメトロメトロ日比谷線日比谷線日比谷線日比谷線「「「「秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅」」」」徒歩徒歩徒歩徒歩 3333分分分分    都営新宿線都営新宿線都営新宿線都営新宿線「「「「岩本町岩本町岩本町岩本町」」」」徒歩徒歩徒歩徒歩 5555分分分分    

                            （（（（本書本書本書本書のののの地図地図地図地図をををを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください））））    

参加申込参加申込参加申込参加申込みみみみ    総会総会総会総会、、、、シンポジウムならびにシンポジウムならびにシンポジウムならびにシンポジウムならびに交流会交流会交流会交流会のののの申込申込申込申込みみみみはははは FAXFAXFAXFAX にてにてにてにて協会事務局協会事務局協会事務局協会事務局へへへへ９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日までまでまでまで

におにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    FaxFaxFaxFax    03030303----3436343634363436----5708570857085708    

                        シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム及及及及びびびび交流会出席交流会出席交流会出席交流会出席はははは、、、、同封同封同封同封のののの郵便振替用紙郵便振替用紙郵便振替用紙郵便振替用紙をををを用用用用いいいい参加費参加費参加費参加費をををを 9999月月月月１８１８１８１８日日日日までにまでにまでにまでに

納入納入納入納入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。先着順先着順先着順先着順 150150150150名受付名受付名受付名受付。。。。    

参加費参加費参加費参加費        

                            シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    会員会員会員会員                    5,0005,0005,0005,000円円円円            一般一般一般一般    7,0007,0007,0007,000円円円円    

                            交流会交流会交流会交流会                会員会員会員会員・・・・一般一般一般一般        5,0005,0005,0005,000円円円円    

    

    

    

Ｆ Ａ ＸＦ Ａ ＸＦ Ａ ＸＦ Ａ Ｘ 送信表送信表送信表送信表    

    

    送付先送付先送付先送付先        日本日本日本日本ブルブルブルブル－－－－ベリベリベリベリ－－－－協会協会協会協会    Ｆ Ａ ＸＦ Ａ ＸＦ Ａ ＸＦ Ａ Ｘ ０ ３０ ３０ ３０ ３ －－－－３ ４ ３ ６３ ４ ３ ６３ ４ ３ ６３ ４ ３ ６ －－－－５ ７ ０ ８５ ７ ０ ８５ ７ ０ ８５ ７ ０ ８     

第第第第 17171717 回回回回通常総会通常総会通常総会通常総会・シンポジウムならびに・シンポジウムならびに・シンポジウムならびに・シンポジウムならびに交流会交流会交流会交流会参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みみみみ        

参加者参加者参加者参加者①①①①    参加者参加者参加者参加者②②②②        

参加者参加者参加者参加者③③③③    参加者参加者参加者参加者④④④④        

住所住所住所住所    〒〒〒〒    

    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ                                                                        ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ                    

    

    

勤務先勤務先勤務先勤務先    

                                                                        所属所属所属所属                                        役職役職役職役職    

勤務先勤務先勤務先勤務先ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ                                                            ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    

    

    

希望希望希望希望するするするする項目項目項目項目にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください    

    

①①①①通常総会通常総会通常総会通常総会（（（（10101010；；；；00000000～～～～11111111：：：：30303030））））                                        出席出席出席出席                            欠席欠席欠席欠席        

    

②②②②シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム（（（（13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：45454545））））    

        出席出席出席出席    ・・・・会員会員会員会員            5,0005,0005,0005,000 円円円円    ××××                        人人人人                                                円円円円    

                    ・・・・一般一般一般一般            7,0007,0007,0007,000 円円円円    ××××                        人人人人                                                円円円円    

    

③③③③交流会交流会交流会交流会（（（（17171717：：：：15151515～～～～19191919：：：：00000000））））    

出席出席出席出席    ・・・・会員会員会員会員    一般一般一般一般    5,0005,0005,0005,000 円円円円××××                        人人人人                                                円円円円    

    

●●●●申申申申しししし込合計込合計込合計込合計                                                        円円円円    

    

    

 


