


第 49回全国大会（沖縄大会）参加のご案内 

日 程：2022 年 10 月 22 日（土）～23 日（日） 
会 場：沖縄県男女共同参画センター てぃるる 
参加費：会員：1,000 円／一般：2,000 円  

◆プログラム（予定）10 月 22 日（土）           

13:00～13:15 オリエンテーション［当事者メッセージ］ウエルカム沖縄、［基調

報告］最新のてんかんをめぐる話題 

13:20～14:00 開会式／てんかん月間 2022記念式典 

◆主催者挨拶 ◆来賓祝辞（厚生労働大臣、沖縄県知事、那覇市長、日本て

んかん学会理事長）・祝電披露 ◆表彰（木村太郎記念賞･功労賞） 

14:05～15:00 記念(受賞)講演：「てんかんの最新薬物治療～適切な治療によりス

ポーツも自動車運転も可能になります～」（仮題） 

講師：木村太郎記念賞受賞者 

15:15～17:00 

 

特別討論「本土復帰50年企画／沖縄における精神科医療の歴史とこ

れからのてんかん診療体制のめざすもの」 

現状報告：「沖縄のてんかん診療連携体制のいま」 

饒波正博（沖縄赤十字病院／大会運営委員） 

指定発表：「沖縄における精神科医療の歴史とてんかん」 

平良直樹（天仁会／大会運営委員長） 

指定発表：「戦後・統治下でてんかんのある子と生きて」 

沖縄県在住てんかんのある人の家族（予定） 

行政報告：「これからのてんかん診療体制のめざすところ」 

厚生労働省（予定） 

17:30～19:30 参加者交流会(懇親会）会場：レストランシップモビーディック号 

10 月 23 日（日） 

9:30～11:30     

（休憩含む） 

 

 

立場別集い「自由に語ろう会」 

・てんかんのある本人 ・親や家族 

医療・福祉個別相談会 

・小児期医療 ・成人期医療 ・制度サービス 

10：00～11：50      

（休憩含む） 

 

市民公開講座 

「子どものてんかん～子どもから成人への移行期を中心に～」 

進行：近藤毅（琉球大学／精神科） 

中川栄二（国立精神･神経医療研究センター／てんかんセンター） 

講演①「子どものてんかんと成人期に向けた心構え」仲村貞郎（琉球大学） 

講演②「妊娠・出産を見据えたかかわりに向けて」 

近藤 毅（琉球大学／精神科） 

講演③「トランジションを支えるチーム医療」 

岸本百合（天久台病院／てんかん外来） 

12:00～12:15 閉会式 主催者挨拶・アピール・運動50周年記念大会（東京大会）案内 

 



大会参加・懇親会・宿泊・観光申込方法のご案内 
このたび「公益社団法人日本てんかん協会 第49回全国大会（沖縄大会）」の開催に際し、皆さまの大会 
参加・懇親会・宿泊・観光などの受付は株式会社JTB沖縄がお引受けいたします。 
つきましては、下記のとおりご案内申上げます。 

■お申込方法 
・添付の申込書に必要事項を記入の上、メールまたは、FAXにてお申込ください。 
（メールアドレス:tenkan-okinawa2022@okw.jtb.jp/FAX:098-869-3424） 
・宿泊のお申込は、下記URLかQRコードよりお申込ください。 
（飛行機+ホテル：https://www.jtb.co.jp/kokunai_air/） 
 
■お支払方法 
申込受付後、9月下旬に参加券と共に請求書を送付いたします。弊社（JTB沖縄）指定の口座へお振込くだ
さい。※振込手数料はお客様負担にてお願いします。 

大会参加・立場別集い・懇親会・観光などの参加券は、9月下旬に請求書と共に、申込代表者宛に送付いたします。 

1．お申込方法・お支払方法 

お申込締切日：2022年9月23日（金） 

2．参加券などの送付 

3．大会参加・懇親会・保育・個別医療相談のご案内 

①大会参加費：会員1,000円／一般2,000円 
②懇親会：2022年10月22日（土）18:00～ レストランシップ モビーディック号 
       参加費 お一人様5,000円 
③保育：10月22日（土）・23日（日）・保育料 一人５００円/1日のみ・2日間いずれの場合も同額 
     ※申込みされた方には後日詳細を送付いたします。 
     ※保育料は当日現地にてお支払ください。 
④個別医療相談：10月23日（日）9:00～11:00（要予約・先着順） 

4．宿泊のご案内 

予約サイトよりお客様にてお申込ください。（飛行機+ホテル：https://www.jtb.co.jp/kokunai_air/） 
那覇市内のホテルを一部ご紹介いたします。以下ホテル以外もございますので、詳しくは予約サイトをご確認くださ
い。 

【大会会場】 
沖縄県男女共同参画センター 

てぃるる 

【懇親会】 
レストランシップ 
モビーディック号 

ホテル名 

① ホテルサンパレス球陽館 ⑧ パシフィックホテル沖縄 

② ホテルタイラ ⑨ ロワジールホテル那覇 

③ 南西観光ホテル ⑩ ルートイングランティア那覇 

④ 那覇セントラルホテル ⑪ スマイルホテル那覇シティリゾート 

⑤ 琉球サンロイヤルホテル ⑫ 東横イン 旭橋駅前 

⑥ ホテルサン沖縄 ⑬ 沖縄ナハナ・ホテル&スパ 

⑦ 沖縄サンプラザホテル ⑭ ネストホテル那覇 

⑮ 西鉄リゾートイン那覇 

❶ 

❷ 

❸ ❹ 

❺ ❻ 

❼ 

❽ 

❾ ❿ 

⓫ 

⓬ 
⓭ 

⓮ 

⓯ 

（飛行機+ホテル申込はこちら↑） 



■添乗員：同行いたします。 
 
①中部・首里城コース（日帰り） 
 沖縄県庁県民広場（8:00発）==万座毛==琉球村==美浜アメリカンビレッジ（各自昼食）== 
 首里城公園==那覇空港（16:40～17:00予定） 

【ご旅行代金（お一人）：10,000円・最少催行人数：30名】 
②南部半日コース 
 大会会場（12:30頃発）==おきなわワールド（昼食付）==瀬長島・ウミカジテラス==那覇空港 
（17:00～17:30予定） 

【ご旅行代金（お一人）：9,000円・最少催行人数：30名】 
 
※最少催行人数に達しない場合は、中止になる場合もあります。 
※行程はイメージですので、道路状況などにより変更になる場合があります。 

5．オプショナル観光 

6．取消料（旅行開始日の前日から起算してさかのぼる） 

取消日 21日前 
20日～ 
8日前 

7日～ 
2日前 

前日 当日 
出発後 
無連絡 

参加費・懇親会 無料 無料 無料 100% 100% 100% 

観光 無料 20% 30% 40% 50% 100% 

お申込・お問合せ先 
株式会社JTB沖縄 
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112番地1 
TEL:098-861-4040 FAX:098-869-3424 
メール:tenkan-okinawa2022@okw.jtb.jp 
担当:野口・徳元・渡邉 
受付時間:月～金10:00～17:00（土日祝日は休み） 

会場アクセス 

【那覇空港→大会会場・沖縄県男女共同参画センターてぃるる】 
■モノレール： 
 那覇空港駅⇒県庁前駅＜乗換え＞※パレットくもじ前バス停⇒三重城バス停 下車、徒歩約5分 

（運賃510円） 
■路線バス（系統番号25・99・120）： 
 国内線ターミナル⇒県庁北口バス停＜乗換え＞※パレットくもじ前バス停⇒三重城バス停 下車、徒歩約5分 

（運賃480円） 
■タクシー：約15分（運賃約1,500円） 
 
※バレットくもじ前バス停からは、路線バス（系統番号1・2・5・15・45）でお越しください。 
※22日 会場 → 懇親会場 → 県庁前駅   23日 県庁前駅 → 会場（専用送迎バスを計画中） 



フリガナ ＴＥＬ

ＦＡＸ

携帯番号

フリガナ 大会参加 22（土） 23（日）観光

会員1,000円 懇親会 1日10,000円

一般2,000円 希望 5,000円 半日9,000円

オキナワ　タロウ

1,000円 5,000円 10,000円

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

＜お申込先＞

株式会社JTB沖縄

〒900-0029　沖縄県那覇市旭町112番地1

TEL:098-861-4040／FAX:098-869-3424
担当:野口・徳元・渡邉

受付時間:平日10:00～17:00（土日祝日は休業）

■申込締切日：2022（令和4）年９月23日（金）

・9月下旬頃にご請求書をご送付いたしますので、ご確認後お支払をお願い致します。

【お支払期限：請求書記載期日まで】※振込手数料はお客様ご負担にてお願い申上げます。

・お支払後の参加費のご返金は致しかねますのでご了承ください。

・追加・変更・取消の場合は、お送り頂いた用紙に追記を頂き、メール又はFAXをお送りください。
・保育料は一人500円/1日のみ・2日間いずれの場合も同額です。※当日現地にてお支払ください。

No.

会員

氏　名
性別 年齢

立場別集い

本人 家族

円　

円　

円　

株式会社JTB沖縄　「日本てんかん協会第49回全国大会」受付係　宛 申込日：2022（令和4）年　　月　　日

メール：tenkan-okinawa2022@okw.jtb.jp

FAX：098-869-3424公益社団法人日本てんかん協会　第49回全国大会（沖縄大会）参加申込書

　自宅・職場（○印を）

〒

〇

沖縄　太郎
男 40 〇 1

1日

名

名

名

代表

者名

4

3

名

円　

(例)

1

円　

円　

新型コロナウイルスワクチン

接種回数／最終接種日

2022/4/1

回

16,000円

小　計

住所

5

2

名

円　

円　

／　　／

□新規　　□　変更

円　

円　

回

／　　／

回

／　　／

回

／　　／

回

／　　／

回

個別相談

3名

保育

1人500円

500円


