
平成 27年度農業農村工学会大会講演会の参加申込みについて

技術者継続教育機構認定プログラム申請中

平成27 年度農業農村工学会大会講演会は，平成27 年 9 月 1

日（火）〜4日（金）の4日間，岡山大学津島キャンパス（岡山

県岡山市）で開催されます。本報では開催要領，参加申込みな

どについてお知らせします。

参加登録（事前登録）は平成27 年 6 月 1日から7月 31日ま

でです。

会場設備や発表プログラムの詳細等については本誌 6 月号

（Vol.83/No.6）をご覧下さい。

なお，講演発表を申し込まれた方も，別途，参加の申込みが

必要です。

1. 開催要領

（1） 開会式および学会賞授与式：

9月 1日（火）13：30〜

会 場 岡山大学創立五十周年記念館

（岡山市北区津島中1-1-1）

（2） 交流会：9月 1日（火）18：00〜

会 場 岡山全日空ホテル 1階『曲水の間』

（3） 講演会：9月 1日（火），2日（水），3日（木）

会 場 岡山大学津島キャンパス

（岡山市北区津島中2-1-1）

（4） 現地研修会：9月 4日（金）

岡山市近郊（1コース）

開会式および交流会の開始時間についてはプログラムの都合

により多少前後する場合があります。会場の詳細・プログラム

とともに本誌6月号に掲載します。

2. 申込方法

平成27 年度農業農村工学会大会専用ホームページ（2015 年

6 月 1日から7月 31日まで）から参加登録（事前登録）をして

下さい。8 月 1日以降は当日登録（8,000円）のみとなります。

このホームページは農業農村工学会のホームページからもリン

クされます。ホームページによる登録ができず，そのほかの方

法での申込みを希望する場合は，「8.（1）参加申込に関する問

合せ」までご連絡下さい。

3. 参加費用

（1） 大会参加費用と内容

区 分 事前登録（7/31 まで) 当日登録

一 般 6,000円 8,000円

学 生 3,000円 5,000円

キャンセルの場合，8月 1日以降は50％，8月 31日以降

は100％のキャンセル料が発生します。

（2） 交流会参加費：一般 7,000円，学生 3,000円

（3） 現地研修会参加費：3,000円（昼食代別）

4. 講演要旨集について

CD-ROM版講演要旨集を参加者全員にお渡しいたします。

事前の送付を希望する場合は，ホームページでの参加登録時に

お申し込み下さい。ただし，CD-ROM版講演要旨集の事前送

付は事前登録期間（7月 31日まで）にお申し込みいただいた場

合のみの対応となります。

なお，CD-ROM版講演要旨集とは別に，プログラム，学会賞

受賞者紹介，全講演・ポスター発表の200字要旨などを収録し

た大会概要集を，大会当日受付にて参加者全員にお渡ししま

す。

5. 昼 食

昼食や弁当の予約，手配はいたしません。大学内の生協や近

くのコンビニなどをご利用下さい。

6. 宿泊施設・航空券などの斡旋

宿泊施設，航空券，鉄道各社の手配については斡旋しません。

あらかじめご了承下さい。

7. 会場までの交通案内

岡山大学津島キャンパスは，岡山駅からは徒歩約 25分，津

山線法界院駅からは徒歩約 10分となっています。また，路線

バス（【47】系統「岡山理科大学」行き「岡大西門」下車）の利

用も便利です。詳しくは次の岡山大学ホームページを参照して

下さい。

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html
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農業農村工学会行事の計画

農業農村工学会行事について，下表のように計画しています。ふるって参加下さるよう，お待ちいたしております。

のマークは，技術者継続教育機構の認定プログラムとして認定されたもの，および認定申請中のものを表しています。

開 催 日 主 催 行 事 名 テ ー マ 開催場所 掲載号

平成 27 年 6 月
18日

資源循環研究部会 平成 27 年度研究発表会
バイオマスを利活用した循環
型の地域づくりに向けて

東京都 83巻 2号

平成 27 年 9 月
1〜4日

大会運営委員会 平成 27 年度農業農村工学会大会講演会 ―― 岡山市
82巻 12号
83巻 1号

平成 27 年 10 月
28〜30日(予定)

九州沖縄支部 平成 27 年度支部大会 ――
那覇市ほ
か

83巻 4号

平成 27 年 11 月
19，20日

京都支部 第 72 回支部研究発表会 ―― 大津市 83巻 4号



8. 問合せ先

（1） 参加申込に関する問合せ

（株）近畿日本ツーリスト中国四国 岡山支店

平成27 年度農業農村工学会大会係（小野）

〒700-0907 岡山市北区下石井 2-1-3

岡山第一生命ビル2階

TEL：086-224-4444 FAX：086-224-3425

E-mail：27nogyookayama@or.kntcs.co.jp

営業時間：月〜金 9：00〜17：45

（休業日：土・日・祝）

（2） 大会全般に関する問合せ

平成27 年度農業農村工学会大会事務局

諸泉利嗣 または 森 也寸志

〒700-8530 岡山市北区津島中3-1-1

岡山大学環境理工学部環境管理工学科

TEL：086-251-8877（諸泉），8875（森）

FAX：086-251-8892

E-mail：2015nnOU@okayama-u.ac.jp

9. 大会実行委員会

委員長 永井明博

岡山大学大学院環境生命科学研究科（環境理工学部環境管理

工学科）

平成 27年度農業農村工学会大会講演会（岡山大会）の企業展示および広告掲載申込みについて

平成27 年 9 月 1日（火），2日（水），3日（木）の3日間，

岡山市・岡山大学津島キャンパスで開催する平成 27 年度農業

農村工学会大会講演会では，本年度も企業展示および大会講演

会概要集への掲載広告を募集します。展示および広告掲載を希

望される企業は，下記要領によりお申し込み下さい。

1. 企業展示（展示会場）

岡山大学津島キャンパス

※具体的な場所や条件はお問い合わせ下さい。

2. 広告掲載

大会講演会概要集に掲載（B5判モノクロ印刷）

※概要集は大会参加者全員に配布

3. 出展料

いずれも消費税 8％を含みます。

① 広告1ページ 60,000円

② 広告1/2ページ 30,000円

③ 企業展示（屋内） 80,000円

④ 広告1ページ＋企業展示（屋内） 120,000円

⑤ 広告1/2ページ＋企業展示（屋内） 100,000円

4. 申込方法

（1） 申込手順（a→b→ c→ d）

a（貴社） 所定の申込用紙（学会ホームページの「事務局

からのお知らせ」の農業農村工学会大会講演

会のページ（http://www.jsidre.or.jp/out

line/zenkokutaikai/）に掲載）と（2）展示概

要（任意様式）を送付（郵送，E-mail 等）

b（事務局）申込み受付後，貴社へ請求書発送

c（貴社） 振込み

d（事務局）領収書および広告掲載紙を発送（完了）

（2） 展示概要 展示する内容および必要物品等（要電源，

机，イス等），希望事項（屋内スペースで○

○m2，屋外スペースで○○m2等）等を任意

様式で作成・提出して下さい。（基準面積は

2.7 m×1 m（屋内）です。）

（3） 申込期限 平成27 年 6 月 30日（火）まで

（4） 振込先

・金融機関：ゆうちょ銀行

・店 名：五四八

・店 番：548

・預金種目：普通預金

・口座番号：0390771

・口座名義：平成27 年度 農業農村工学会 大会講演会

実行委員会

（5） 申込み・問合せ先

平成27 年度農業農村工学会大会講演会事務局

（柴田俊文あて）

〒700-8530 岡山市北区津島中3-1-1

岡山大学環境理工学部内

TEL：086-251-8154（直通） FAX：086-251-8881

E-mail：tshibata@cc.okayama-u.ac.jp

（問合せは，できるだけE-mailでお願いします。）

論文集が変わります！

オンラインジャーナル化に伴い投稿資格・諸経費等が変更になります

論文集は，より投稿しやすい環境と早期公開を実現するた

め，第236 回理事会（平成27 年 3 月 16日開催）での審議を経

て，平成 27 年 4 月より投稿資格・諸経費等が以下のように変

更になりました。詳細は本誌 97ページおよび学会ホームペー

ジ掲載の「投稿の手引き」（http://www.jsidre.or.jp/publ/

ronbun/doc/how_to_submit_20140314.pdf)をご参照下さい。

1. J-STAGEを利用したオンラインジャーナルを主公開手段

とします。

会 告
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