
 

 

 

 

 

第 6 回 日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 
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2017 年 11 月 11 日（土） 

会場 倉敷芸文館 別館 

 

大会長 重井 文博 

医療法人創和会 理事長 しげい病院 院長 

 



 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

開催のためのご協力のお願い 

 

 

2017 年 4 月吉日 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

このたび、日本ノルディック・ウォーク学会学術大会を倉敷で開催すること

になりました。今回の学会では「広げよう ノルディックポールでロコモーシ

ョンの輪」をテーマに設定致しました。 

本学会では、ノルディック・ウォークの効用に関する、エビデンスの確立と

共有を目的に、科学的検証を行って参りました。その見地を、医療・介護関係

者だけでなく、日頃からノルディック・ウォークの普及活動を行っている行政、

指導員、メーカー等のみなさまに「広げたい」と考えています。また、行政や

企業・団体の普及活動の知恵を共有する事で、医療・介護関係者もノルディッ

ク・ウォークの輪を「広げる」可能性を知り得ることができると期待します。 

 

学会は本来参加者の会費により運営されるべきではありますが、遺憾ながら

会費だけでは十分な運営が難しいのが実情であります。諸般の事情が厳しい時

期ではありますが、本学会の趣旨に深い理解を賜りまして、何卒ご協賛を賜り

たくお願い申し上げる次第でございます。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 

 



 

 

収支予算案 

 

【収入の部】 
  

項目 予算金額 備考 

参加登録費 1,750,000   5,000×350名 

共催セミナー 200,000   100,000×2社 

企業展示 540,000   50,000×10小間 書籍展示 10,000×4卓 

広告費 1,200,000   20社 

バナー広告費 200,000   20社 

懇親会参加費 600,000   6,000×100名 

寄附金 250,000    

合計 4,740,000    

   
【支出の部】 

  
会場費 350,000    

印刷費 1,300,000    

運営準備費 700,000    

設営費 800,000    

謝礼・交通費等 250,000    

当日運営費 740,000    

懇親会費 600,000    

合計 4,740,000    

 



2017 年 4 月吉日 

各位 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

抄録広告掲載のご案内 

謹啓 

貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会を 2017 年 11 月 11 日（土）に

倉敷芸文館別館にて開催させていただく運びとなりました。 

本学会におきましても、参加者の皆様への広報や情報提供にお役にたてていただけるよう、プ

ログラムへの広告を募集致します。諸費ご多端の折、誠に恐縮でございますが、本学会の趣旨

をご理解頂き、是非とも貴社のご賛同を賜りたく存じます。 

末筆となりましたが、貴社の益々のご繁栄を心より祈念申し上げます 

謹白 

1．会期  ：2017年 11月 11日（土） 

2．会場  ：倉敷芸文館 別館 

3．大会長 ：重井 文博（医療法人創和会理事長・しげい病院院長） 

4．配布対象 ：当学会会員および参加者等 

5．作成諸費用 ：約 1,300,000円（税込み） 

6．部数/版型 ：700部/Ａ4版 

7．広告料金 ：表 2（表表紙・裏面）モノクロ 120,000円（税込）1社 

   表 3（裏表紙・裏面）モノクロ 120,000円（税込）1社 

   表 4（裏表紙・表面）カラー  180,000円（税込）1社 

    後付 1ページ   モノクロ  80,000円（税込）3社 

後付 1/2ページ  モノクロ  50,000円（税込）6社 

後付 1/4ページ  モノクロ  30,000円（税込）8社 

8．申込締切日 ：2017年 7月末日 

（期限まででも予定のスペースが埋まり次第締め切らせて頂きます。） 

9．申込方法 ：広告掲載申込書に必要事項を記載の上、事務局までＦＡＸまたはメール

にてご回答下さい。なお、広告データは版下原稿でも電子媒体（ｲﾗｽﾄﾚｰﾀ）

でも結構です。※ｲﾗｽﾄﾚｰﾀでの入稿の場合は、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝの記載をお願いしま

す。 

10．お問合せ先 ：第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

 担当 横山誠二 小川みゆき 

 倉敷市幸町 2-30 医療法人創和会 本部 

 ＴＥＬ：086-422-8113 ＦＡＸ：086-421-1991 

 Ｅ-mail：nordic6@shigei.or.jp 



FAX086-421-1991 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 事務局宛 

 

平成  年  月  日 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 殿 

広告掲載申込書 
 

連絡先 

貴社名 
 

部課名 
 

ご担当者様 
 

ご住所 
〒 

 

電話番号 

ＦＡＸ 

 

Ｅ-ｍａｉｌ 
 

掲載サイズ 

希望枠に○をする 

（   ）表 2（表表紙・裏面）モノクロ 120,000円 

（   ）表 3（裏表紙・裏面）モノクロ 120,000円 

（   ）表 4（裏表紙・表面）カラー  180,000円 

（   ）後付 1ページ   モノクロ  80,000円 

（   ）後付 1/2ページ  モノクロ  50,000円 

（   ）後付 1/4ページ  モノクロ  30,000円 

版下の送付予定日  2017年  月  日 

振込予定日  2017年  月  日 

請求書送付先   要  ・  不要 

 



2017 年 4 月吉日 

各位 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学術大会 

展示のご案内 

謹啓 

貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会を 2017 年 11 月 11 日（土）に

倉敷芸文館別館にて開催させていただく運びとなりました。 

本学会におきましても、参加者の皆様への広報や情報提供にお役にたてていただけるよう、展

示を募集致します。諸費ご多端の折、誠に恐縮でございますが、本学会の趣旨をご理解頂き、

是非とも貴社のご賛同を賜りたく存じます。 

末筆となりましたが、貴社の益々のご繁栄を心より祈念申し上げます 

謹白 

１．会期 ：2017年 11月 11日（土） 

２．会場 ：倉敷芸文館 別館 

３．大会長 ：重井 文博（医療法人創和会 理事長・しげい病院 院長） 

４．展示対象 ：当学会会員および参加者等 

５. 展示日程  ：1)搬入・設置 11月 10日（金）13:00 ～ 19:00（予定） 

2)展示    11月 11日（土） 9:00 ～ 15:30（予定） 

3)搬出    11月 11日（土）15:30 ～ 16:30（予定） 

注：搬入、展示、搬出の詳しい時間および指示要領は、後日お知らせします。 

 

６. 展示小間の種類： 

展示小間は、器械・薬品、書籍の 2種に分け、それぞれの基準寸法、基準展示料は次のと 

おりです。 

1)基礎小間 1小間の基準 間口 1,800mm×奥行 900mm 

2)書籍展示 1卓の基準  1,800mm× 450mmの机 

《注：７．器械・薬品展示、８．書籍展示のそれぞれの項で、展示小間の寸法、展示料に含ま

れる基礎設備、展示料などを記載しています。電気の基礎ワット数を超える容量分と 200

ボルトは別途有料です。(基礎ワット数 200Wを超える場合は 500Wごとに\ 5,400加算料

金となります) 

例：基礎ワット数 200W +１KW→\10,800 

基礎設備のバックパネル（有料）、社名板（有料）などは、後日別途ご案内いたします。》 

 

７. 器械・薬品展示基礎小間： 

基準の小間です。１小間より複数の小間数で申込みを承ります。 

 

 



 

                               ・1小間の寸法＝間口 1,800mm×奥行 900mm 

・基礎小間の設備 

・バックパネル（有料オプション） 

・展示机 1,800mm×900mm 

・電気基礎ワット数 200W 

（超過電力は有料オプション） 

・展示料＝１小間 \50,000（税込） 

 

 

 

８. 書籍展示： 

基準の小間です。１卓より複数の卓数で申込みを承ります。 

（展示場所に限りがございますので、希望卓数のご希望に添えない場合はご了承ください。） 

・1卓の寸法＝間口 1,800mm×奥行 450mm 

・基礎設備＝展示机、電気基礎ワット数 200W（各有料） 

・展示料＝ 1卓  \ 10,000（税込） 

 

９. 小間割・調整： 

出展申込社の小間数やスペース寸法は、必要により調整させていただくことがあります。 

小間数・寸法の決定通知、展示料ご入金確認の後、小間割配置を決定いたします。 

 

１０. 出展料、募集数および振込先： 

(1)出展料 基礎小間の場合：1小間 \50,000× 募集数 10小間＝￥500,000 

書籍展示の場合：1卓  \10,000× 募集数 4卓 ＝￥40,000 

(2)振込先 請求書に記載させていただきます。 

注：なお、別途発注品等については、学会終了後にお送りいたします ご請求書により 

お振込みください。  

 

１２．申込締切日 ：2017年 7月末日 

（期限まででも予定のスペースが埋まり次第締め切らせて頂きます。） 

 

１３．申込方法  ：展示申込書に必要事項を記載の上、事務局までＦＡＸまたはメールにて

ご回答下さい。 

 

１４．お問合せ先 ：第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

  担当 横山誠二 小川みゆき 

  倉敷市幸町 2-30 医療法人創和会 本部 

  ＴＥＬ：086-422-8113 ＦＡＸ：086-421-1991 

  Ｅ-mail：nordic6@shigei.or.jp 



FAX086-421-1991 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 事務局宛 

平成  年  月  日 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 殿 

展示申込書 

 

 

連絡先 

貴社名 
 

部課名 
 

ご担当者様 
 

ご住所 
〒 

 

電話番号  
FAX 

 

Ｅ-ｍａｉｌ  

出展小間数 小間 

書籍机本数 本 

オプション申込 

※要、不要どちらかに◯をお付けください。 要 不要 

◯蛍光灯（4,320円）    

◯バックパネル（10,800円）           

◯社名板（4,000円）               

◯200ｗを超える電気（500ｗごと 5,400円）                   

              

振込予定日 2017年  月  日 

請求書 ※出展料につきましては後日請求書を送付いたします。 

 



2017 年 4 月吉日 

各位 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

バナー広告掲載のご案内 

謹啓 

貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会を 2017 年 11 月 11 日（土）に

倉敷芸文館別館にて開催させていただく運びとなりました。 

本学会におきましても、参加者の皆様への広報や情報提供にお役にたてていただけるよう、学

術大会ホームページへのバナー広告を募集致します。諸費ご多端の折、誠に恐縮でございます

が、本学会の趣旨をご理解頂き、是非とも貴社のご賛同を賜りたく存じます。 

末筆となりましたが、貴社の益々のご繁栄を心より祈念申し上げます 

謹白 

1．会期  ：2017年 11月 11日（土） 

2．会場  ：倉敷芸文館 別館 

3．大会長 ：重井 文博（医療法人創和会 理事長・しげい病院 院長） 

4．広告媒体 ：第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会ホームページ 

        ※掲載箇所についての決定は大会長に一任下さいますようお願い致します。 

  ※リンク先として不適切と判断した場合、掲載をお断りする場合があります。 

5．掲載依頼社数 ：20社 

6．掲示期間 ：データ提供および入金確認後から学術大会終了時（予定） 

7．広告掲載料 ：10,000円（税込） 

8．広告仕様 ：バナー広告データは貴社でご準備ください。 

その際、以下の仕様を満たすようにご留意ください。 

また、データは以下運営事務局宛に Emailにて送付ください。 

・サイズ：横 225×縦 60 pixel 

・形式：GIF（アニメ可） JPEG 

・容量：20KB 程度まで 

9．申込方法およびデータ送付先 

 ：別紙のバナー広告回答書に必要事項を記載の上、事務局まで FAX または

メールにてご回答下さい。申込内容を確認後追って請求書を郵送致します。

入金確認後、正式な申込とさせて頂きます。 

10．お問合せ先 ：第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

 担当 横山誠二 小川みゆき 

 倉敷市幸町 2-30 医療法人創和会 本部 

 ＴＥＬ：086-422-8113 ＦＡＸ：086-421-1991 

 Ｅ-mail：nordic6@shigei.or.jp 



FAX086-421-1991 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 事務局宛 

 

平成  年  月  日 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 殿 

バナー広告申込書 
 

連絡先 

貴社名 
 

部課名 
 

ご担当者様 
 

ご住所 
〒 

 

電話番号 

ＦＡＸ 

 

Ｅ-ｍａｉｌ 
 

申込内容 
ホームページバナー広告 1枠 

掲載料 10,000円（税込み） 

データ送付予定日  2017年  月  日 

振込予定日  2017年  月  日 

請求書送付先   要  ・  不要 

 



2017 年 4 月吉日 

各位 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 

 

第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

ランチョンセミナーのご案内 

 

謹啓 

貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会を 2017 年 11 月 11 日（土）に

倉敷芸文館別館にて開催させていただく運びとなりました。 

本学会におきましても、ランチョンセミナーを開催し、参加者への最新情報の提供と共催企業

の広報を行いたく存じます。諸費ご多端の折、誠に恐縮でございますが、本学会の趣旨をご理

解頂き、是非とも貴社のご賛同を賜りたく存じます。 

末筆となりましたが、貴社の益々のご繁栄を心より祈念申し上げます 

謹白 

1．会期  ：2017年 11月 11日（土） 

2．会場  ：倉敷芸文館 別館 

3．大会長 ：重井 文博（医療法人創和会 理事長・しげい病院 院長） 

4．実施時間 ：12時 00分～12時 50分までの 50分間 

5．会場等 

 会場名 収容人数 共催費（税込） 

アイシアター 70名 100,000円 

第２会場 70名 100,000円 

（１）共催費に含むもの 

諸機材費/音響設備/映像装置/照明装置/人件費/参加者への昼食弁当 

（２）共催金に含まない物 

チラシ等印刷物制作費/演者への謝礼・旅費・宿泊費・飲食費/弁当配布要員 

特別注文機材・人件費等/会場前の自立表示看板/ 

 

6．申込方法およびデータ送付先 

 ：別紙のランチョンセミナー申込書に必要事項を記載の上、事務局まで FAX

またはメールにて申込下さい。申込内容を確認後追って請求書を郵送致し

ます。入金確認後、正式な申込とさせて頂きます。 

7．お問合せ先 ：第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

 担当 横山誠二 小川みゆき 

 倉敷市幸町 2-30 医療法人創和会 本部 

 ＴＥＬ：086-422-8113 ＦＡＸ：086-421-1991 

 Ｅ-mail：nordic6@shigei.or.jp 



FAX086-421-1991 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 事務局宛 

 

平成  年  月  日 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 殿 

ランチョンセミナー申込書 
 

連絡先 

貴社名 
 

部課名 
 

ご担当者様 
 

ご住所 
〒 

 

電話番号 

ＦＡＸ 

 

Ｅ-ｍａｉｌ 
 

ご希望のセミナーに○

をして下さい 

 会場  収容人数 共催費（税込） 

 アイシアター 70人 100,000円 

 第 2会場 70人 100,000円 

セミナーテーマ  

座長・所属  

演者・所属 
 

 

※テーマ、座長、演者については、後日でも結構です。 



2017年 4月吉日 

各位 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博 

 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

寄附金募集のご案内 

 

謹啓 

貴社におかれましては益々隆盛のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、第 6 回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会を 2017 年 11 月

11日（土）に倉敷芸文館別館にて開催させて頂く運びとなりました。 

諸費ご多端の折、誠に恐縮ではありますが、本学会の趣旨をご理解頂き、ご協

力賜りますようお願い申し上げます。 

末筆となりましたが、貴社の益々のご繁栄を心より祈念申し上げます。 

謹白 

 

１．会期 ：2017年 11月 11日（土） 

 

２．会場 ：倉敷芸文館 別館 

 

３．大会長 ：重井 文博（医療法人創和会 理事長・しげい病院 院長） 

 

４．寄付使途 ：「第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会」開催費用 

 

５．申込方法 ：「寄附金申込書」にご記入の上、FAXにてお申し込みください。 

 

６．振込先 ：お申込書受領後、お振込口座をご連絡させて頂きます。 

 

７．問合せ先 ：第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

  担当 横山誠二 小川みゆき 

  倉敷市幸町 2-30 医療法人創和会 本部 

  ＴＥＬ：086-422-8113 ＦＡＸ：086-421-1991 

  Ｅ-mail：nordic6@shigei.or.jp 



FAX送信先：086-421-1991 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 事務局宛 

 

第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

寄附金申込書 

 

平成  年  月  日 

日本ノルディック・ウォーク学会学術大会 

大会長 重井 文博殿 

 

趣旨に賛同し、第 6回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会の学会開催費

用として、以下の通り寄付致します。 

 

 

金         円也 

 

貴社名 ：                           

 

ご所属 ：                           

 

責任者名：                           

 

担当者名：                           

 

〒      

 

ご住所 ：                           

 

電話  ：          FAX（必須）：           

 

Email ：                            

振込み予定日  2017年  月  日 

 

お申し込み期限 2017年 7月末日 
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