日本地熱学会平成 29 年学術講演会（函館大会）の開催予告と研究発表募集
日本地熱学会行事委員会

1． 期

日

平成 29 年 10 月 17 日（火）～10 月 20 日（金）

2． 会

場

函館アリーナ（北海道函館市）ほか

3． 日

程

講演会等

日程 平成 29 年 10 月 18 日（水）～10 月 20 日（金）
一般講演、ポスターセッション、オーガナイズドセッション、
学生ベストポスター・ベストプレゼンテーションコンテスト

総

10 月 19 日（木）

会

懇 親 会

10 月 19 日（木）花びしホテル

タウンフォーラム

10 月 17 日（火）（予定）（詳細は後日お知らせします）

見 学 会

道南地域の地熱関連施設など（詳細は後日お知らせします）

地熱学会チャリティ 10 月 17 日（火）アンビックス函館倶楽部
ゴルフコンペ

※チャリティ寄金により、地熱エネルギーに関する教育・啓発を主旨として
教育機関への教材・図書等の寄付を行います

4． 講演・参加申し込みに関する注意（必読）
講演申込関連


≪重要≫講演申し込み時点で、講演者が本講演会の参加資格者であること、講演者・連名者
の中に１名以上の正会員が含まれていること、を要件とします。「5．講演申込および講演要
領」をご覧ください。



昨年大会より講演申込期限および講演要旨原稿提出期限を同日としています。講演申込をさ
れる方は、期限内に講演要旨原稿を一緒に提出してください。

学術講演会参加申込関連


昨年大会より学術講演会参加申込は原則、本学会員、賛助会員関係者、自治体等行政関係機関、
公的研究機関および大学等教育関係機関の方々のみとしています。



会員の方は学会より発行される ID およびパスワードを使用して、学術講演会参加申込を行っ
てください。



ID およびパスワードは、昨年大会の際にお知らせしたものを使用します。学会誌（第 39 巻 第
3 号）への同封にて再度通知します。ID は次大会以降も使用致しますので紛失しないようご注
意ください。



ID およびパスワードが確認できない場合は、学会ホームページの学術講演会参加申込ページに
掲載する ID、パスワードの確認法ご覧ください。



賛助会員の方は参加登録料無料分の ID およびパスワード（1 名分）と有料参加のための ID お
よびパスワードを発行致します。



自治体、独立行政法人、研究開発法人および国公私立大学の方は、学会ホームページの学術講
演会参加申込ページにて、所属等の確認を行い ID およびパスワードを発行致します。

新規に入会を申請される方の大会参加について


平成 29 年 9 月上旬までに入会申請書を受領した方については、9 月末頃までに評議委員会にて
審議予定です。そこで入会承認された方には別途 ID、パスワードを送付いたします。入会を希
望される方はお早めに入会申請書をお送りください。

5． 講演申込および講演要領





研究発表は電子申し込みのみで受付致します。申し込み受付は、講演要旨原稿の受付と同時に
行い、締め切り日は平成 29 年 8 月 28 日（月）12 時とします。昨年より 1 週間早くなっていま
すのでご注意ください。申し込み締め切り日以降は一切受け付けません。



学会ホームページ，行事委員会のページから，専用の講演申込サイトにアクセスして，申し込
んでください。



本大会では一般研究発表に加え，コンビーナーにより企画・立案されるオーガナイズドセッシ
ョンを設けます。セッションで発表される内容については，講演要旨の作成・送付をお願い致
します。



プログラム編成の都合により，口頭発表を希望された場合でもポスター発表に変更させていた
だくことがあります。予めご了承下さい。



講演時間は質疑応答を含めて 15 分間の予定です。



ポスター発表のポスターサイズは A0（縦）です。なお、掲載期間およびポスターコアタイム
はプログラム編成後、学会ホームページにてお知らせします



学生会員が第一著者のポスター発表及び口頭発表については，「学生ベストポスター・ベスト
プレゼンテーションコンテスト」を予定しています。選考を希望される学生会員の講演申込者
は、講演申込時に「学生ベストポスター・ベストプレゼンテーションコンテストの選考を希望
する」を選択してください。詳細は別添の会告および学会ホームページをご覧下さい。

講演申込を行うためには，講演申し込み時点で、講演者が本講演会の参加資格者であること、講演
者・連名者の中に１名以上の正会員が含まれていること、を要件とします。現在非会員の方のみで
函館大会での発表を希望される場合は、平成 29 年 7 月 14 日までに 1 人以上の方が本会への入会を
申請し、7 月開催の評議委員会で入会が承認されることが必要です。

6． 講演要旨集原稿


講演を申し込まれる方は，講演要旨を平成 29 年 8 月 28 日（月）12 時【締切厳守】までに，講
演申込専用サイトに，アップロードして下さい。昨年より 1 週間早くなっていますのでご注意
ください。なお，講演申し込みに基づき， 9 月下旬頃までに行事委員会で講演プログラム案を
作成し，地熱学会ホームページに掲載の予定です。講演の申し込みをされた方はご確認下さい。



昨年大会より講演申込と講演要旨原稿の提出は同日（平成 29 年 8 月 28 日（月）12 時締め切り）
となっています。ご注意ください。



講演要旨は別添の予稿原稿の見本・要領に従って PDF ファイル（フォント埋め込み）にて仕上
げて下さい。



投稿された講演要旨の著作権は学会に帰属することをご承知下さい。

7． 講演要旨送付による講演申込（平成 29 年 6 月末頃から受付開始予定）
講演の申込は講演要旨の送付と一緒に、学会ホームページ http://grsj.gr.jp/index.html から行事委
員会（学術講演会）のページに入って行います。講演要旨 PDF ファイルは原稿送信のページにアッ
プロードして下さい。
不明な点は，阪口（gyouji2017-grsj-ml@aist.go.jp）までお問い合わせ下さい。

8． 見学会について


見学会の詳細は後日お知らせします。

9． 地熱学会チャリティゴルフコンペの申込・問い合わせ先


チャリティゴルフコンペの詳細は別添に示しておりますので、ご覧になってお申し込みくださ
い。

10. 学術講演会参加申込について


学術講演会に参加される方は，WEB からの事前参加登録をお願いいたします。
平成 29 年 10 月 2 日（月）12 時までの早期登録はそれ以降の登録【当日登録分含む】より
1000 円割安です！



地熱学会のホームページから専用の参加申込サイトにアクセスし，必要事項を記入して申込と
登録料・懇親会費等の入金・振込手続きをお願い致します。



参加申込には学会より発行される ID およびパスワードが必要となります。参加申込時にはお
手元にご準備ください。



なお，当日受付も引き続き行いますが，可能な限り事前の登録をお願い致します。



WEB 事前参加登録料（講演要旨集代含む）【平成 29 年 10 月 2 日（月）12 時まで】
正会員 5,000 円，非会員 6,000 円
正会員（学生）2,500 円，非会員（学生）3,000 円
10 月 2 日（月）12 時以降は、1,000 円アップとなります。



大会参加登録に関係のない一般の方がご参加いただける行事として〝タウンフォーラム“を予
定しています。詳しい案内は，学会ホームページ及び会場で行います。



賛助会員につきましては、1 名分の参加登録料を無料とさせて頂きます。無料分の参加登録は、
学会より発行する参加登録料無料分の ID およびパスワード（1 名分）を使用して WEB からの
事前参加登録をお願いいたします。賛助会員（企業など）に属していても、正会員でない方は
登録料が非会員扱いとなります。

11．その他


プログラムは、ホームページよりダウンロード下さい。
（9 月中旬～末頃を予定）



本講演会に関する最新情報・プログラムは，上記学会ホームページに逐次掲載されますので，
随時ご参照及びダウンロード願います。



不明の点は学会事務局あるいは下記へお問い合わせ下さい。
〒305-8567 茨城県つくば市東 1-1-1 中央第 7
国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質調査総合センター研究戦略部 阪口圭一
TEL.029-861-3897
FAX.029-861-3746
E-mail: gyouji2017-grsj-ml@aist.go.jp
〒963-0298 福島県郡山市待池台 2-2-9
国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所
シュレスタ・ガウラブ、山谷祐介
TEL.029-861-2328
FAX.024-963-0828
E-mail: gyouji2017-grsj-ml@aist.go.jp

講演要旨集原稿作成要領
Instruction to Contributors
青葉 山・広瀬 川（北東大・工）・地熱
Y. Aoba, G. Hirose and J. Chinetsu

仁（南西大・理）

日本地熱学会平成 29 年学術講演会（函館大会）の講演要旨用原稿は以下の要領で作成
し提出して下さい。
1） 用紙の大きさ：A4 版用紙を用い，横 170mm，縦 256mm の枠内（上下左右の余白が
20mm）にワープロを使用して書く。刷り上がりは A4 版ですが，見やすい講演要旨
とするため，12 ポイント，36 行／ページ程度が適当です。
2） 長さ：1 ページ以内。
3） 表題：第 1 行，第 5 列目ないしそれ以降から書き始める。複数行になってもかまわ
ない。第 2 行以降も第 5 列ないしそれ以降から書き始める。左上隅の 12 字マス（4
字×3 行）には何も書かない。和文表題の次の行に英文表題を書く。
4） 著者名と所属：表題（英文表題）を書いた次の行は空白とし，その次の行に右づめ
で書く。ただし，左端が表題の左側より左にくる場合，複数行とする。この場合，
2 行目以降の左端は 1 行目に合わせる。著者名の次にかっこ内に所属を書く。
機関，会社等は分かる限り略記する。著者のローマ字綴りをその次に書く。
5） 本文：ローマ字綴り著者名を書いた次の行は空白とし，本文はその次の行から始め
る。
6） 書式に従い PDF ファイルを作成し，各自の講演申込専用サイトにアクセスし，所定
の場所にアップロードする。
外側の枠線は不要です。また，フォントは「すべて埋め込む」と設定して下さい。
7） 図・表・写真について：黒色でない場合（特に青色とハーフトーン）には不鮮明に
なったり，消えてしまったりすることがあるので注意すること。
＊なお，有料（約 1 万円）でカラー印刷が可能です。
8） 送り先：
PDF ファイルの送付は専用サイトにアクセスしてアップロードをお願いします。
不明な点は，行事委員会事務局・シュレスタまでお問い合わせ下さい。
不明な点についての問い合わせ先：
〒963-0298 福島県郡山市待池台 2-2-9
国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所
再生可能エネルギー研究センター シュレスタ・ガウラブ、山谷祐介
TEL.029-861-2328 FAX.024-963-0828
E-mail:gyouji2017-grsj-ml@aist.go.jp

9） 締切：平成 29 年 8 月 28 日（月）12 時【締切厳守】※講演申込締切日。
なお，投稿された講演要旨の著作権は，
「日本地熱学会著作権規定に従い学会に帰属

する」ことをご承知下さい。
10） 申込後に、講演要旨原稿のタイトルと発表者（連名者の順序含む）に変更があって
も、変更内容は予稿集に反映できませんのでご注意ください。
11） 講演内容が日本地熱学会の目的と関係のない内容、または大きく逸脱していると判
断される場合、講演申込を受理できない場合があります。

［注］この位置が最下段となる。

学生ベストポスター・ベストプレゼンテーションコンテストについて（会告）
日本地熱学会では，将来の地熱研究，地熱資源開発を担う学生会員の活性化のため，講
演会において、学生ベストポスター・ベストプレゼンテーションコンテストを下記の内容
で実施します。学生会員諸氏の積極的な参加を希望致します。

1． ポスターセッション及び口頭発表において，学生会員が第一著者であるポスター及び
口頭発表を選考の対象とします。本コンテストの選考を希望する著者は講演申込時に
「学生ベストポスター・ベストプレゼンテーションコンテストの選考を希望する」を
選択してください。第一著者は学生会員に限ります。
2． 最優秀と認められたポスター及び口頭発表に対し，学生ベストポスター賞及び学生ベ
ストプレゼンテーション賞を授与します。
3． 表彰は賞状の授与とし、大会の懇親会での授与、または後日、行事委員会よりご本人
宛に送付致します。

なお，ここでいう学生会員とは，正会員のうち「会費の減免措置に関する規定」による
会費の減免を受けている大学院生・学部学生およびこれに準ずる者を言います。

以上

第 7 回日本地熱学会チャリティーゴルフコンペ(函館大会)のご案内
幹事：田上
第 7 回日本地熱学会チャリティーゴルフコンペ(函館大会)を下記の要領で開催いたしますので、奮ってご参加下さい。
記
１．開催日
平成 29 年 10 月 17 日（火） 9 時 38 分ｽﾀｰﾄ予定（OUT、IN よりそれぞれ 6 組ずつの同時スタート（計 12 組））
２．ゴルフ場
アンビックス函館倶楽部 〒049-0133 北海道北斗市柳澤 323-1 （TEL0138-73-2266）
http://www.ambixhakodate.com/
３．集合場所・時間
同カントリークラブカウンターでの受付後は 9 時 20 分まで自由行動
9 時 20 分～：スタートラウンジ前に集合⇒幹事よりルール説明
４．アクセス
JR 函館駅とゴルフ場間を貸切バスにて送迎予定（片道約 20 分）
５．参加費用
参加費：5,000 円(チャリティー代 4,000 円＋賞品代 1,000 円)
プレー代：未定（キャディー付）
６．ルール及び賞品
ルール：新ダブルぺリア方式（トリプルボギー＆36 打切り）
賞品； 優勝、準優勝他順位賞、ベストグロス賞、ニアピン賞、ドラコン賞、X ニアピン賞他多数
７．表彰式
表彰式：プレイ、入浴終了後、17 時頃よりコンペルームにて 1 時間程度
８．寄付先
現在検討中ですが、函館市など日本地熱学会の開催地と関連の深い自治体に寄付の予定
地熱や自然エネルギーの学習教材の購入費に充てたく(前回の郡山大会と同様)
９．前夜祭
平成 29 年 10 月 16 日(月) 18 時から（会場は検討中です）
*費用：別途ご連絡
*宿泊は各自函館市内ホテルをご手配ください。
１０．参加申込み
申込締切日：8 月末まで（定員になり次第、お申し込みを打ち切らせて頂きます）
(前夜祭、コンペそれぞれお申込み下さい)
申込先：日鉄鉱コンサルタント株式会社 営業部 田上（tanoue@nmconsults.co.jp）TEL03-6414-2762
以 上

