2012 年 4 月 3 日発行

（社）日本雪氷学会東北支部

ニューズレター No.56
２０１２年度東北支部大会の開催案内
2012 年度（社）日本雪氷学会東北支部大会（理事会、総会、研究発表会）を、八戸工業大学にて下記
の予定で開催いたします．今年の大会も昨年と同様に、日本雪工学会北東北支部との合同開催となりま
す．皆様のご参加ならびに研究発表をよろしくお願い申し上げます．なお、大会プログラムの詳細につ
いては、決まり次第お知らせします．
開催日時：2012 年 5 月 18 日（金）、19 日（土）
開催場所：八戸工業大学（総会、研究発表会）
〒031－8501 八戸市大字妙字大開 88-1 現地実行責任者：熊谷浩二
http://www.hi-tech.ac.jp
参 加 費：1,000 円（講演資料代を含む）
日
程：5 月 18 日（金）
9：15～10：45 理事会
（予定）
11：00～12：15 総会、授賞式
13：30～14：50 特別講演会
15：00～17：15 研究発表会
18：00～20：30 情報交換会（場所未定）
5 月 19 日（土）
9：15～12：30 研究発表会
出欠確認：別紙様式に記入の上、FAX、郵便、電子メールにてご返信下さい．
総会を欠席される場合は、必ず別紙の委任状を FAX、郵便、電子メール（スキャンしたもの）
にて提出してください．
研究発表の申込および講演要旨の提出：
・ 提出期限：5 月 9 日（水）必着
・ 提出先：環境科学技術研究所 赤田 尚史
・ 研究発表の申し込みは別紙様式にて FAX、郵便または電子メールにて提出してください．
・ 講演要旨（A4 版・1～2 ページ）は研究発表当日配布されます．要旨のフォーマットは本原稿に
準じたものとします．郵便または電子メールにて提出してください．原稿を郵送する際は、封
書に【原稿在中】と朱書きをして下さい．電子メールによる pdf ファイルを歓迎します．
研究発表申込・連絡先：〒039－3212 青森県上北郡六ヶ所村尾駮字家ノ前 1-7
公益財団法人環境科学技術研究所 環境影響研究部 赤田 尚史
電話: 0175－71－1359
FAX：0175-71-1492
E-mail: nao@ies.or.jp
本原稿の提出：
・ 提出期限 6 月 4 日（月）
・ 本原稿は「東北の雪と生活」に掲載されます．A4 版 camera ready、6 ページ以内で作成してく
ださい．投稿原稿のフォーマットは別紙を、投稿規程は支部 web サイトをご参照ください
（http://www.seppyo.org/~tohoku/journal_kiyaku.htm）．原稿の種類（論文，報告，解説，資
料，その他）を必ず明記してください．封書には【原稿在中】と朱書き願います．講演要旨と
同様に、電子メールによる pdf ファイルも受け付けます．
・ 誌上発表のみも受け付けます．本原稿を投稿する際には、誌上発表のみである旨を明記下さい．

本原稿の提出先：〒036－8561 青森県弘前市文京町 3
弘前大学理工学研究科 石田 祐宣
電話＆FAX:0172-39-3621
E-mail: ishida@cc.hirosaki-u.ac.jp
情報交換会： 会場 未定 （八戸市内を予定）
会費 3,000 円（予定）
その他： 宿泊などは各自でご予約ください．

会場案内
交通案内：
〒031-8501
青森県八戸市妙字大開 88-1
JR 東北新幹線「八戸駅」から JR 八戸線に乗り
換え「本八戸駅下車」。
本八戸駅より大学までバスで約 35 分、タクシー
で約 25 分。
JR 東北新幹線「八戸駅」よりタクシーで大学直
行約 40 分。
バス利用
○八戸市営バス
本八戸駅から「工業大学」行き「工業大学前」で下車。
八戸中心街「八日町」から「工業大学」行き、または「八戸大学」行き「工業大学前」で下車。
○南部バス
本八戸駅から「階上(はしかみ)中学校」行き「工業大学前」で下車。
※八戸市営バス、南部バスどちらも八戸駅から八戸中心街間シャトルバス多数運行（所要時間約 20 分）

駐車場

「東北の雪と生活」原稿執筆要項（14p 明朝）
Tohoku Journal of Snow and Life
東北太郎 （所属）（12p 明朝）
Please write the English title here.
Tohoku Tarou （10.5pTimesNewRoman）

1． ページ
原稿の長さは原則として，６ページ以内とします．
2． 原稿
原稿はＡ4 判の白紙を使用し，ワープロまたはタイプライターを用いてお書きください．上端マージ
ン 25 ㎜，下端マージン 25 ㎜，左端マージン 25mm，右端マージン 20 ㎜，字数は 45 字×45 行，ページ
の一段組とします．
ただし，この字数で印字できない場合は，文字数や行数を調整してマージンに，はみ出さない様にし
てください．原稿はそのままオフセットし，A4 判の大きさに白黒印刷します．
3． 書き出し
第 1 ページは題目を第 1 行から書きだし，1 行あけて勤務先，著者名を中央に揃えて書き，続けて英
文題目，英文氏名を書きます．1 行空けて本文を書き出してください．第 2 ページからは第 1 行目から
書いてください．
論文題目は明朝 14pt，名前と所属は明朝 12pt，それ以外は 10.5pt のフォントを用い，題目，著者，
節題はボールドで強調して下さい．また，ページ番号は印刷しないでください．この案内は執筆要項の
様式に従って書いてあります．
4． 図・表・写真
図は鮮明なものにしてください．図表を貼り付ける場合ははがれないようにしっかりと糊付け（セロ
テープは不可）してください．図説等もきちんと挿入してください．
5． 締切期日
各年度の原稿提出締切は事務局より連絡いたします．遅れた場合は印刷しません．

出席確認 FAX 送信票
連絡先：〒039－3212 青森県六ヶ所村尾駮字家ノ前 1-7
環境科学技術研究所 環境影響研究部 赤田 尚史
電話: 0175－71－1359
FAX：0175-71-1492
E-mail: nao@ies.or.jp
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5 月 18 日に開催される上記大会の総会に
出 席
欠 席
（どちらかに○をつけてください）
〈欠席の場合は委任状をお送り下さい．〉
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5 月 18 日～19 日に開催される日本雪氷学会東北支部大会の研究発表会で
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