日本地熱学会令和元年学術講演会（熊本大会）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

令和元年 11 月 19 日（火）～11 月 23 日（土）

2．会場

くまもと県民交流館パレア（熊本県熊本市中央区手取本町 8-9）ほか

3．日程
講演会等

令和元年 11 月 20 日（水）～11 月 22 日（金）
一般講演，特別講演，ポスターセッション，共催・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

総会

11 月 21 日（木）

懇親会

11 月 21 日（木）ホテルメルパルク熊本

見学会

11 月 19 日（火）詳細は別添をご覧ください

タウンフォーラム

11 月 23 日（土）熊本市民会館

チャリティーゴルフコンペ

11 月 19 日（火）くまもと中央カントリークラブ

4．重要な期日
6 月 28 日（金）【締め切り済】

オーガナイズドセッション提案締め切り

7 月 5 日（金） 【締め切り済】

研究発表および早期参加登録（ウェブ登録）のための新規入
会申請期限 （7 月の評議員会にて入会を審議）

7 月下旬

参加・発表申し込み開始

8 月 26 日（月）

発表申し込み・講演要旨アップロード締め切り

8 月末

チャリティーゴルフコンペ申し込み締め切り
（定員になり次第締め切り）

10 月 4 日（金）

講演会参加のための新規入会申請期限
にて入会を審議）

10 月 18 日（金）

参加申し込み事前ウェブ登録締め切り

（10 月の評議員会

・本講演会に関する最新情報・プログラムは，学会ウェブサイト（行事委員会のページ）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。

5．学術講演会への参加
5-1．全般
・学術講演会への参加申し込みは，事前（10 月 18 日まで）のウェブ登録と，学術講演会会場で
の当日登録となります。ウェブ登録については「7．参加・研究発表申し込み」をご覧ください。
・ウェブ登録の締め切り後は学術講演会会場での当日登録のみとなります。ご注意ください。
・ウェブ登録は当日登録より 1,000 円割安です。可能な限りウェブ登録をお願い致します。
5-2．参加資格
・学術講演会に参加できるのは以下の方です。本学会員，賛助会員，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。令和元（2019）年 10 月から始まる本学会令和 2

（2020）年度の入会を承認され会費を納入された方。
・賛助会員の方はお名前を登録された 1 名のみが無料で参加いただけます。2 人目以降は参加登
録料をお支払いいただきます。
・企業・団体等が構成員となっている賛助会員については，構成員企業・団体等の所属員の方が
当該賛助会員として参加いただくことはできません。
・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は，学会ウェブサイトの
学術講演会参加申し込みページにて，ID およびパスワードを発行します。
5-3．参加登録料および区分

区分
正会員，名誉会員
正会員（学生）
賛助（無料）
個人の場合：ご本人（代理人不可）
法人，団体の場合：氏名登録した直属の所属員 1 名
賛助会員
賛助（有料）
法人，団体の場合：直属の所属員 2 人目以降
非会員（学生）
非会員（教育機関または公的機関）
教育機関，または公的研究機関，自治体など公的
会員でない
機関に所属する者（学生を除く）
方
上記以外の方
次の者を含む。賛助会員の子会社，親会社，グル
ープ会社などに所属する者。法人，団体を子会員
とする賛助会員の子会員に所属する者。

ウェブ登録
（10 月 18
日締切）

当日登録

懇親会

5,000 円
2,500 円

6,000 円
3,500 円

一般料金
学生料金

無料

無料

一般料金

6,000 円

7,000 円

一般料金

3,500 円

4,500 円

学生料金

6,000 円

7,000 円

一般料金

参加でき
ません

参加でき
ません

参加でき
ません

・参加登録料は講演要旨集代を含みます。懇親会費は別途お支払いいただきます。
・参加登録料の消費税区分については，正会員と賛助会員の参加登録料は不課税区分，非会員の
参加費は課税区分（内税）です。
【キャンセルポリシー】
・入金後のキャンセルは受け付けません。
・事前登録し学術講演会に不参加の方には講演要旨集を送付します。
5-4．新規に入会を申請される方の学術講演会参加
・令和元年 7 月 5 日までに入会申請書を受領した方については，7 月の評議員会にて審議予定で
す。そこで入会承認され会費を納入した方は，事前のウェブ登録ができます。【締め切り済み】
・令和元年 10 月 4 日までに入会申請書を受領した方については，10 月の評議員会にて審議予定
です。そこで入会承認され会費を納入した方は，学術講演会会場での当日参加登録をお願いし
ます（事前のウェブ登録はできません）
。
・入会を希望される方はお早めに入会申請手続きをおとりください。地熱学会ウェブサイトから
オンライン入会申請ができます。
・未入会の方が研究発表を希望される場合は令和元年 7 月 5 日までの入会申請が必要になります。
6-2 をご覧ください。
【締め切り済み】

6．研究発表
6-1．全般

・研究発表はウェブ申し込みのみで受付け，同時に講演要旨原稿を提出（アップロード）してい
ただきます。締め切りは令和元年 8 月 26 日（月）とします。申し込み締め切り以降は一切受け
付けません。ウェブ申し込みについては，
「7．参加・研究発表申し込み」をご覧ください。
・9 月下旬頃までに行事委員会で講演プログラムを作成し，地熱学会ウェブサイトに掲載の予定
です。講演の申し込みをされた方はご確認下さい。
・プログラム編成の都合により，一般講演での同一者の口頭発表は 1 件とします。
6-2．発表申し込み要件
・発表申し込みを行うためには，申し込み時点で，(1)講演者が本講演会の参加資格者であること，
かつ(2)講演者・連名者の中に１名以上の本会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学術講演会での発表を希望される場合は，令和元年 7 月 5 日までに 1 人
以上の方が本会への入会を申請し 7 月開催の評議員会で入会を承認され，その後会費納入が確
認された後に，ウェブ登録が可能となります。
【締め切り済み】
6-3．発表形式等
・口頭発表の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，掲示期間およびポスターコアタイムは
プログラム編成後，学会ウェブサイトにてお知らせします。
6-4．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
・本年も「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」を実施します。詳細は
別添の会告をご覧下さい。
6-5．講演要旨原稿
・講演要旨は別添の予稿原稿の見本・要領に従った PDF ファイルをご提出ください。
・行事委員会のページにテンプレートを掲載しますので，ご利用ください。
・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置
き下さい。
6-6．オーガナイズドセッション 【提案は締め切り済み】
・本大会では一般研究発表に加え，会員により企画・立案されるオーガナイズドセッションを設
けます。以下に従い，ご提案ください。
・オーガナイズドセッションを提案される方は，以下の項目を記した提案書を大会事務局にお送
りください。
・オーガナイズドセッション名
・コンビーナー
・セッションの趣旨・内容・プログラム等
・希望期日，所要時間
・代表者の氏名・所属・連絡先（メール，電話）
・提案書締め切り：6 月 28 日（金）
・提案書提出先：大会事務局

gyouji-sec-grsj-ml@aist.go.jp

・プログラム編成の都合上，提案された内容の変更をお願いすることがあります。
・オーガナイズドセッションで発表される内容についても，原則として講演要旨の作成をお願い
します。
・オーガナイズドセッションでの発表者は「6-2．発表申し込み要件」を満たす必要はありません。
6-7．発表申し込みに関する注意

・発表に関する希望（関連する複数発表のグルーピングや発表順，など）は，申し込み時に漏れ
なくお知らせください。ただし，全ての希望を受け入れることができない場合があります。ま
た，申し込み後の変更は一切受け付けません。
・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，講演申し込みを受理できない場合があります。
・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。

7．参加・研究発表申し込み
・申し込み開始は７月末頃を予定しており，行事委員会のページでお知らせします。
・地熱学会ウェブサイトから専用の参加申し込みサイトにアクセスし，申し込みと登録料・懇親
会費等の入金・振込手続きをしていただきます。
・参加申し込みには，会員番号（学会からの郵送物に記されています）およびパスワードを使用
します。これらは学会マイページと同じものです。参加申し込み時にはお手元にご準備くださ
い。
・会員番号およびパスワードが分からないときは学会のマイページから照会できます。
https://iap-jp.org/grsj/mypage/ から「パスワードを忘れた方は こちら」に進み，案内に従っ
てください。

8．懇親会
・令和元年 11 月 21 日（木）18 時 30 分～20 時 30 分
・ホテルメルパルク熊本（熊本市中央区水道町 14−1，路面電車水道町電停から徒歩 3 分）
・参加費（予定）

一般

7,000 円，学生 3,000 円

・懇親会の参加資格は学術講演会への参加資格（「5-2．参加資格」第 1 項，第 3 項）に準じます。
・懇親会のみ参加される方は，懇親会会場で参加費をお支払いください。

9．見学会について
・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．チャリティーゴルフコンペ
・令和元年 11 月 19 日（火）
・くまもと中央カントリークラブ 〒869-1205 熊本県菊池市旭志川辺 1217
・チャリティー寄金により，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。詳細は別添に示しておりますので，ご覧になりお申し込みください。

11．その他，問い合わせ先
・本講演会に関する最新情報・プログラムは，学会ウェブサイト（行事委員会のページ）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。
・不明の点は下記のヘルプデスクまたは大会事務局へお問い合わせ下さい。
日本地熱学会学術講演会ヘルプデスク
grsj-desk@bunken.co.jp
大会事務局
産業技術総合研究所
中尾信典，阪口圭一，及川寧己，シュレスタ・ガウラブ，山谷祐介
E-mail: gyouji-sec-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

仁（南西大・理）

Y. Aoba, G. Hirose and J. Chinetsu
講演要旨用原稿は以下の要領で作成し，提出して下さい。
※枠線は印刷しないこと（テンプレートでは印刷されないようになっています）。
1）用紙：A4 判用紙 1 ページ。上下左右の余白を 20 mm とし，横 170 mm，縦 256 mm の
枠内にワープロを使用して書く。見やすい講演要旨とするためには，12 ポイント，
36 行／ページ程度が適当。
2）表題：左上隅（20 mm×20 mm 以上）を空けて書く。複数行になってもかまわない。
和文表題の次の行に英文表題を書く。
3）著者名，所属：英文表題の次の行は空白とし，その次の行に右づめで書く。左端が表
題の左側より左にくる場合は複数行とする。この場合，2 行目以降の左端は 1 行目に
揃える。著者名の次にかっこ内に所属（分かる限り略記）を書く。著者のローマ字綴
りをその次に書く。
4）本文：ローマ字綴り著者名の次の行は空白とし，本文はその次の行から始める。
5）提出： PDF ファイルを作成し，参加登録・研究発表申し込みサイトにおいて，発表
申し込みと同時にアップロードする。PDF 作成時に，フォントは「すべて埋め込む」
と設定する。外側の枠線は不要。発表の表題，発表者（連名者の順序を含む）がウェ
ブでの申し込み入力と講演要旨とで同一であることに注意すること。
6）図，表，写真：仕上がりはグレースケールとなる。図表等は，線種や塗色・地紋に配
慮したモノクロの原稿とすること。
7）締め切り：令和元年 8 月 26 日（月）【締め切り厳守】
8）著作権：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。
9）問い合わせ先
大会事務局
産業技術総合研究所
中尾信典，阪口圭一，及川寧己，シュレスタ・ガウラブ，山谷祐介
gyouji-sec-grsj-ml@aist.go.jp

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，学
術講演会において，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。発表申し込み時に第一著者が以下のいずれかである
ことが必要です。
(1) 学生会員であること。
(2) 令和元（2019）年 10 月から始まる本学会令和 2 年度の学生会員として承認され，
会費を納入していること。
本コンテストの選考を希望する著者は発表申し込み時に「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。
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。また地熱学会誌上で報告します。
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。
学会未入会の学生が令和元年学術講演会（熊本大会）での当コンテストに応募するには，
令和元年 7 月 5 日までに入会を申請し，7 月開催の評議員会で入会を承認され，会費を納
入することが必要です。「日本地熱学会令和元年学術講演会（熊本大会）の開催予告と研
究発表募集」の「6．研究発表」をご覧ください。

以上

見学会の開催について
日本地熱学会熊本大会では，以下の見学会を開催いたします。ふるってご参加ください。
●実施日：2019 年 11 月 19 日（火）
●見学先：杖立温泉熱バイナリー発電所（バイナリ―タイプ：49kW）
ローカルパワー（株）
岳の湯地熱乾燥施設
小国町森林組合
阿蘇大観峰より阿蘇地域の地熱開発の概況説明（予定変更の可能性あり）
●募集人員：25 名（先着順。15 名に満たない場合は中止）
●集合時間・場所： 8:20

JR 博多駅筑紫口貸切りバス発着場

●解散時間・場所： 17:30 頃

JR 熊本駅周辺

●費用：9,600 円～17,000 円
（昼食代，旅行保険，見学料込み，費用は参加人数確定後に決定・通知します）。
＊上記の費用は概算額です。参加人数によって変動します。
●申し込み：参加希望者（日本地熱学会員に限る）は下記項目を記載の上， E-mail にて申
し込んでください。
記載項目：１．氏名，性別，旅行日における満年齢(保険必要事項）
２．所属
３．自宅あるいは勤務先住所（振込先等書類送付のため）
４．電話番号および E-mail アドレス
申し込み先：〒819-0395 福岡市西区元岡 744
九州大学大学院工学研究院地球資源システム工学部門
Tel:092-802-3313
E-mail: yone@mine.kyushu-u.ac.jp
締切：2019 年 10 月 11 日（金）
以上

第 9 回日本地熱学会チャリティーゴルフコンペ(熊本大会)のご案内
幹事：田上
第 9 回日本地熱学会チャリティーゴルフコンペ(熊本大会)を下記の要領で開催いたします。
記
１．開催日
令和元年 11 月 19 日（火） 9 時 38 分（OUT、IN よりそれぞれ 6 組の同時スタート（計 12 組）
２．ゴルフ場
くまもと中央カントリークラブ 〒869-1205 熊本県菊池市旭志川辺 1217 （TEL：096-293-3300）

http://www.chuogolf.jp/ (平成 19 年日本シニアオープン開催、「世界のゴルフ場 1,000 選」選出コース)
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
現在検討中ですが、熊本市内とゴルフ場を貸切バスにて送迎予定です（片道約 60 分）
５．参加費用
参加費・表彰式代：8,000 円(チャリティー代 4,000 円＋賞品代 1,000 円＋表彰式代 3,000 円) 表彰式の際に幹事に御支払い下さ
い
プレー代：約 7,000 円(セルフプレー、乗用ｶｰﾄ、昼食・飲み物は別途)
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、16 時頃よりコンペルームにて 1 時間程度
８．寄付先
熊本市教育委員会に寄付予定
前回同様、地熱や自然エネルギーの学習教材の購入費に充てます
９．前夜祭
令和元年 11 月 18 日(月) 18 時から“青柳”にて
*青柳：熊本市中央区下通 1-4-26 （TEL：096-353-0311）
*費用： ￥9,000/人(予定)
宿泊は各自熊本市内ホテルをご手配ください。
１０．お問い合わせ
ご不明な点は日鉄鉱コンサルタント株式会社 営業部 田上までﾒｰﾙ（tanoue@nmconsults.co.jp）でお願いします
以 上

