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謹啓

さてこの度、第

第 59

年歯科医学会第

ト学会研究大会、第

月 14

て開催されることになりました。

 今回は

及び合同ポスターセッションを企画し

める魅力あるプログラム

本総会

ますが、会場費、プログラム運営諸費など負担は年々高まり、学会の自

経費をまかなえる状況にはありません。本総会

にするためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実情です。

総会

実した学会となりますよう、本学会

の方々におかれましては､参加者に対する最新の医療情報等をご提供いただく場として、別紙

の要項をご参照いただき、この機会に運営協力並びに各種協賛についても、貴社のご支援、

ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

学会の充実した開催を目指し、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

末筆ながら皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

 

2016

謹啓 貴社におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。

さてこの度、第

59 回日本老年社会科学会大会、第

年歯科医学会第

ト学会研究大会、第

14 日（水）から

て開催されることになりました。

今回は老年学に関連

及び合同ポスターセッションを企画し

める魅力あるプログラム

本総会の運営はできるだけ簡素を旨とし、経費は会員参加費を中心に運営する所存であり

ますが、会場費、プログラム運営諸費など負担は年々高まり、学会の自

経費をまかなえる状況にはありません。本総会

にするためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実情です。

総会の開催にあたり、医療の充実・発展に寄与している医療機器や製薬企業の皆様にも充

実した学会となりますよう、本学会

の方々におかれましては､参加者に対する最新の医療情報等をご提供いただく場として、別紙

の要項をご参照いただき、この機会に運営協力並びに各種協賛についても、貴社のご支援、

ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

学会の充実した開催を目指し、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

末筆ながら皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

2016 年 7 月吉日

（国立研究開発法人

貴社におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。

さてこの度、第 30 回日本老年学会総会の名の下、第

回日本老年社会科学会大会、第

年歯科医学会第 28 回学術大会

ト学会研究大会、第 22 回日本老年看護学会学術集会の

日（水）から 16 日（金）の

て開催されることになりました。

に関連して関心の高い

及び合同ポスターセッションを企画し

める魅力あるプログラムを企画し、より多くの会員の参加を促す所存でございます。

の運営はできるだけ簡素を旨とし、経費は会員参加費を中心に運営する所存であり

ますが、会場費、プログラム運営諸費など負担は年々高まり、学会の自

経費をまかなえる状況にはありません。本総会

にするためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実情です。

の開催にあたり、医療の充実・発展に寄与している医療機器や製薬企業の皆様にも充

実した学会となりますよう、本学会

の方々におかれましては､参加者に対する最新の医療情報等をご提供いただく場として、別紙

の要項をご参照いただき、この機会に運営協力並びに各種協賛についても、貴社のご支援、

ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

学会の充実した開催を目指し、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

末筆ながら皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

月吉日 

  （国立研究開発法人

一般社団法人日本老年歯科医学会第

第

（国立研究開発法人

第 22

第 30 回日本老年学会総会

開催のご案内

貴社におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。

回日本老年学会総会の名の下、第

回日本老年社会科学会大会、第 40

回学術大会、第 32 回日本老年精神医学会、第

回日本老年看護学会学術集会の

日（金）の 3 日間、名古屋市の名古屋国際会議場

て開催されることになりました。 

して関心の高いテーマで

及び合同ポスターセッションを企画し、2 年に

企画し、より多くの会員の参加を促す所存でございます。

の運営はできるだけ簡素を旨とし、経費は会員参加費を中心に運営する所存であり

ますが、会場費、プログラム運営諸費など負担は年々高まり、学会の自

経費をまかなえる状況にはありません。本総会

にするためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実情です。

の開催にあたり、医療の充実・発展に寄与している医療機器や製薬企業の皆様にも充

実した学会となりますよう、本学会総会への参加をお願いすると共に、当分野に関連する企業

の方々におかれましては､参加者に対する最新の医療情報等をご提供いただく場として、別紙

の要項をご参照いただき、この機会に運営協力並びに各種協賛についても、貴社のご支援、

ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

学会の充実した開催を目指し、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

末筆ながら皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

（国立研究開発法人

第

 （国立研究開発法人

第 59

第

国立研究開発法人

一般社団法人日本老年歯科医学会第

第 16 回日本ケアマネジメント学会研究大会

（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

22 回日本老年看護学会学術集会
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回日本老年学会総会

開催のご案内

貴社におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。

回日本老年学会総会の名の下、第

40 回日本基礎老化学会大会、
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テーマでの合同

年に 1 回の合同大会として各学会参加者の交流を深

企画し、より多くの会員の参加を促す所存でございます。

の運営はできるだけ簡素を旨とし、経費は会員参加費を中心に運営する所存であり
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への参加をお願いすると共に、当分野に関連する企業

の方々におかれましては､参加者に対する最新の医療情報等をご提供いただく場として、別紙

の要項をご参照いただき、この機会に運営協力並びに各種協賛についても、貴社のご支援、

 

学会の充実した開催を目指し、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

末筆ながら皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

  第 30 回日本老年学会総会

（国立研究開発法人 

第 59 回日本老年医学会学術集会

（国立研究開発法人
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第 32 回日本老年精神医学会

（奈良県立医科大学

回日本ケアマネジメント学会研究大会

国立長寿医療研究センター

回日本老年看護学会学術集会

（浜松医科大学

回日本老年学会総会

開催のご案内 
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名古屋市の名古屋国際会議場

合同企画シンポジウム

合同大会として各学会参加者の交流を深
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の運営はできるだけ簡素を旨とし、経費は会員参加費を中心に運営する所存であり
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にするためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実情です。
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の要項をご参照いただき、この機会に運営協力並びに各種協賛についても、貴社のご支援、

謹白 

 伸一  

名誉総長） 

 研二 

理事長） 

 隆雄 

所長） 
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開催概要 
1. 会議の名称 

第 30 回日本老年学会総会 

 

2. 会長 

大島 伸一 

（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 名誉総長） 

 

3. 会期 

2017 年 6 月 14 日（水）〜16 日（金）  

 

4. 開催場所 

名古屋国際会議場  （名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号） 

第 30 回日本老年学会総会         第 59 回日本老年医学会学術集会 

第 59 回日本老年社会科学会大会     第 40 回日本基礎老化学会大会  

一般社団法人日本老年歯科医学会第 28 回学術大会  第 16 回日本ケアマネジメント学会研究大会 

第 22 回日本老年看護学会学術集会  

愛知県産業労働センター・ウインクあいち   (名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38)  

第 32 回日本老年精神医学会 

 

5. プログラムの概要 

(1) テーマ:「治し支える医療」へ向けて、医学と社会の大転換を 

(2) プログラム: 

主に下記を予定しております。 

・ 老年学会 特別講演 

・ 老年学会 会長講演 

・ 合同シンポジウム 

・ 合同ポスターセッション 

・ 各学会において教育講演、シンポジウム、ワークショップ、一般演題等 

 

6. 参加者数 

約 7,000 名（予定） 

 

7. 事務局   ：  国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター内  

〒474-8511 愛知県大府市森岡町 7 丁目 430 番地 

 

8. 運営事務局：  日本コンベンションサービス株式会社 中部支社（内） 

〒460-0003 名古屋市中区錦 3 丁目 6-35  名古屋郵船ビル 4 階 

Tel: 052-957-2131 Fax: 052-954-2355 

E-mail: 30rounen@convention.co.jp 
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■出展対象 

医療機器・医薬品・保健機能食品・検査機器・試薬・情報機器・書籍他 

■出展場所 

   展示：名古屋国際会議場 1 号館イベントホール、2 号館等のロビー  

       日本老年精神医学会の会場である愛知県産業労働センター・ウインクあいちに 

出展希望の際は、運営事務局までお問い合せください。 

 

■出展料金 

種類 単位 小間サイズ（予定） 出展料金（税別） 

基礎小間 1 小間 W1.8m×D0.9m ¥150,000 

スペース 1 小間 W3.0m×D3.0m×Ｈ2.4m ¥250,000 

書籍展示 1 テーブル W1.8m×D0.6m ¥15,000 

消費税等に関しては、学術集会当日の税率を適用いたしますので、予めご了承ください。 

 

■募集小間数 (予定) 

展示：35 小間 

 

■お申し込み締め切り 

2016 年 10 月 28 日（金） （一次締め切り） 

但し募集小間数に達した時点で、お申し込みを締め切らせていただきます。 

 

■設置概要 

設営：2017 年 6 月 13 日（火）午後 

   撤去：2017 年 6 月 16 日（金）プログラム終了後 

 

 【基礎小間】 

・バックパネルに蛍光灯を 1 灯設置します。(バックパネル W1.8m×Ｈ2.1m) 

・社名板は「株式会社、有限会社などは、（株）、（有）」と表示します。 

・コンセント設置には別途電源工事料をいただきます。 

・展示台を設置します。(W1.8m×D0.9m) 

※机が不要な場合は予め展示事務局へ机不要の指示をお願い致します。 

注）上記以外のレンタル備品につきましては、お申し込み受付後にご案内させて頂きます。 

※小間規格は変更になる可能性がございますがご了承ください。 

 

【スペース小間】 

・間口 3.0m×奥行き 3.0m のスペース渡しとなります。 

床面に墨出しを実施のうえお引き渡し致します。 

 

■展示小間割の決定 

事務局にて決定いたします。 

 

機 器 展 示 ・ 書 籍 展 示                    ＜申込書①＞ 



6 

 

■出展者へのご案内 

開催日までに小間割、搬入、装飾、管理などについて詳細をご連絡します。什器・照明

器具などのリースもこの時にご案内します。 

 

■出展物の販売の禁止 

会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。 

但し、主催事務局の認めたものは、限定的に許可する場合があります。 

 

■電気・給排水 

出展者の希望により有償で、小間まで供給します。(それ以外の特殊電源に関しては別途

ご相談ください）また、コンセント等、電気 2 次幹線工事については後日ご案内をお送りし

ます。水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則的には禁止します。 

 

■会場の管理 

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災、その他の

不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責

任を負いません。 

 

■会場・会期・開場時間の変更 

やむを得ない事情により、会場、会期及び開場時間を変更する場合があります。この変更

を理由として出展申込を取り消すことは出来ません。またこれによって生じた損害は補償

しません。 

■出展料のお支払い 

出展申込み内容を確認の上、出展申込締切後に、運営事務局より請求書をお送りします。 

請求書に記載させていただく日時までに指定口座にお振込みいただきます。 

なお、領収書はお支払の際の振込み控えをもって、領収書に替えさせていただきます。 

 

■出展の取り消し 

2017 年 5 月以降のお取り消しは、一切お受けできかねますので予めご了承ください。 

なお、出展費をお支払済みの際は振込み手数料を差し引いて、返金いたします。 

 

■ 出展費お支払方法 

下記の銀行の口座にお振込ください。 

銀行名： 三菱東京 UFJ 銀行 大府支店 （店番 344） 

預金種目： 普通 

口座番号： 0193018   

口座名 ：  第 30 回日本老年学会総会 会長 大島伸一 

        ダイサンジツカイニホンロウネンガツカイソウカイ カイチヨウ オオシマシンイチ 

 

■運営事務局 （お問い合せ） 

第 30 回日本老年学会総会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 中部支社（内） 

〒460-0003 名古屋市中区錦 3 丁目 6-35  名古屋郵船ビル 4 階 

Tel: 052-957-2131 Fax: 052-954-2355 E-mail: 30rounen@convention.co.jp 
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担当：第 30 回日本老年学会総会 運営事務局 宛 

 

 

 

 

締切：2016 年 10 月 28 日（金） ＜申込書①＞ 
申 込 日     年     月     日 

貴 社 名  

ご担当所属  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

TEL： FAX： 

E-mail：  

機器展示 

□基礎小間 

150,000 円（税別）×    小間 ＝           円 

□スペース小間 

250,000 円（税別）×    小間 ＝           円 

書籍展示    15,000 円（税別）×    本 ＝           円 

出 展 物  

 貴社が対象とする学会 （対象に✓をしてください。（複数回答可） 

□ 日本老年医学会            □ 日本老年社会科学会大会  

□ 日本基礎老化学会大会         □ 日本老年歯科医学会 

□ 日本老年精神医学会          □ 日本ケアマネジメント学会   

□ 日本老年看護学会 

  

 

第 30 回日本老年学会総会 機器展示・書籍展示申込書 

 

E-mail (30rounen@convention.co.jp) もしくは FAX (052-954-2355) へお送りください 

 お問い合せ先 

第 30 回日本老年学会総会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 中部支社（内） 

〒460-0003 名古屋市中区錦 3 丁目 6-35  名古屋郵船ビル 4 階 

Tel: 052-957-2131 Fax: 052-954-2355 

E-mail: 30rounen@convention.co.jp 

 


