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2012年秋季講演会のお知らせ

2012年度日本惑星科学会秋季講演会実行委員長
（神戸大LOC）

本年度の日本惑星科学会秋季講演会を，神戸ポート
アイランドにある神戸大学統合研究拠点において開催
いたします．本講演会は日本惑星科学会主催，神戸大
学大学院理学研究科共催の下，神戸大学創立 110 周年
記念事業の一環として，神戸大学の支援も受けて開催
されます．未だ検討中の事項もありますが，5 月初め

中川 義次

1

20：30 に行う予定です．

２．発表要項
●発表資格
著者に本学会員を含むこと．
●発表形式とプログラム編成

時点での予定をお知らせします．詳細については，学

口頭発表またはポスター発表

会ホームページ（HP）http://www.wakusei.jp/ 上に随

今年度もポスター発表を充実させたいと考えていま

時掲載します．学期期間中の平日での開催ではありま

すので，積極的なご応募をお待ちしています．申込数

すが，多数の皆様の参加をお待ちしております．

の関係で，発表形式のご希望に添えないことがありま

１．日程と会場
●日

程

す．原則として，同一の方が第一著者として，複数件
発表される場合，口頭発表は 1 件までとさせていただ
きます．発表の採否も含め，プログラム編成について

2012 年 10 月 24 日（水）～26 日（金）

は，実行委員会が最終的に決定します．予めご了承下

25 日（木）に総会と懇親会，最優秀研究者賞受賞講

さい．

演を予定しています．
なお，10 月 27 日（土）に一般者向けの講演会を予定

●口頭発表
1 講演 10 分程度
（質疑応答含む）を予定しています．

しています（第 7 項をご参照下さい）．

スクリーン 1 面，
液晶プロジェクタ 1 台が利用可能です．

●講演会場

この他の機材
（ビデオなど）
をご希望の方は，予めご相

神戸大学統合研究拠点コンベンションホール

談下さい．

〒 650-0047 神戸市中央区港島南町 7 丁目 1-48

●ポスター発表

（受付 1 階，講演会場 2 階，ポスターセッション会場

ポスターセッションを設けます．ポスター会場は講

1 階および 2 階）

演会場の 1 階および 2 階となります．A0 サイズを縦貼

学会 HP の秋季講演会の案内ページにマップがあり

りできるサイズを予定しています．

ます．
●懇親会
神戸大学統合研究拠点コンベンションホール
（講演
会場と同じ建物）4 階のラウンジで 25 日（木）18：30～

●最優秀発表賞セッション
本講演会で第一著者として発表する博士の学位を有
していない学生会員は，最優秀発表賞に応募できます．
最優秀発表賞セッションに採択された発表は口頭発表
とポスター発表の両方を行っていただきます．別途定

1. 神戸大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻・惑星科学研究
センター（CPS）
yoshi@kobe-u.ac.jp

める今年度の要項に従ってください．詳細は学会メー
リングリストおよび学会ホームページで周知いたしま

2012秋秋季講演会のお知らせ

す．
●予稿原稿
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５．参加費用

費用項目
一般会員
ットが利用できない方は「8. その他」の項をご覧下さ
学生会員
参 加 費
い．
非 会 員
予
稿
集
３．参加および発表の申し込み方法
一般会員
学会 HP よりお申し込みください．申し込みには，
懇親会費
学生会員
事前参加・発表・予稿原稿の 3 つの登録手順があり，
非 会 員
すべてホームページ上で行います．これらの登録には，
24日
（水）
弁当＊
25日
（木）
惑星科学会の会員番号，もしくは非会員登録番号，お
（事前予約のみ）
26日
（金）
よびパスワードが必要となります．本学会への新規入
学会 HP の指示に従って下さい．なお，インターネ

会登録および非会員登録も学会 HP から行います．非
会員登録には 1 日以上，新規入会登録には 2 週間以上
かかりますので，発表申し込みを予定されている非会
員の方はできるだけ早く登録手続きを開始してくださ

事前支払
2500円
1500円
4500円
1200円
4500円
2500円
4500円
600円
600円
600円

当日支払
3000円
3000円
5000円
1500円
5000円
3000円
5000円
－
－
－

＊

弁当については，次の項をご覧下さい．

６．交通手段・食事など
神戸大学統合研究拠点コンベンションホールの最寄
駅は「京コンピュータ前駅」
（ポートライナー）です．

い．

神戸空港からは三宮行ポートライナーで約 5 分，三宮
郵便振替口座 振込先
口座記号番号： 00960-3-144661
口座名称（漢字）：JSPS 神戸大 LOC
口座名称（カナ）：
ジェイエスピーエスコウベダイエルオーシー

駅からは神戸空港行ポートライナーで約 15 分です．
新神戸駅からは神戸市営地下鉄西神・山手線で三宮駅
（1 駅目）まで行き，そこでポートライナーに乗り換え
て下さい．神戸大学統合研究拠点は「京コンピュータ
前駅」の南出口を出て西へ徒歩 1 分行った南側にあり
ます．左手の建物が講演会場のコンベンションホール

他銀行等からの振り込みの場合は以下をご利用下さい．
銀行名 [ 金融機関コード ]：ゆうちょ銀行 [9900]

です．学会 HP の秋季講演会の案内ページにマップを
掲載します．

店名 [ 店番 ]：〇九九（ゼロキュウキュウ）店 [099]
預金種目：当座

講演会場周辺のレストランマップを作成し，HP 上

口座番号：0144661

でお知らせすると伴に講演会当日にお渡しする予定で

申し込みの詳細は，学会メーリングリストと学会

す．しかし，会場近辺の比較的安価な飲食店
（他大学，

HP でお知らせします．

４．学会までの主なスケジュール
（予定）
6 月 20 日（水） 事前参加申込・発表申込・事前支払・
予稿原稿の受付開始

企業社員食堂）は席数が非常に限られ，それ以外の飲
食店までは徒歩 10 分以上かかります．そこで，手軽
に昼食を済ませたい参加者の方々のために，LOC で
あらかじめ弁当を注文します．弁当の購入を希望され
る方は，参加申込時に学会 HP 上で購入を希望する日

7 月 18 日（水） 最優秀発表賞申込の受付締切

を選択し，他の参加費と併せて代金をお支払い下さい．

7 月 25 日（水） 発表申込締切

弁当は事前に代金をお支払い頂いてる数だけを注文し，

8 月 24 日（金） 予稿原稿の受付締切

当日の申し込みは受け付けませんので，あらかじめご

9 月 24 日（月） 事前参加申込・事前支払の受付締切

了承下さい．弁当は昼休みに配布します．午後 2 時に
処分しますので，注文された方はその時間までにお受
け取り下さい．
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７．一般向け講演会の開催について
日

時：2012 年 10 月 27 日（土）15：30～17：00

場

所：神戸市立青少年科学館新館地下ホール
〒 650-0046 神戸市中央区港島中町 7 丁目 7-6
（アクセス方法：http://www.kobe-kagakukan.jp）

講演者：巽好幸（独立行政法人海洋研究開発機構地球
内部ダイナミクス領域プログラムディレクター）
題

目：「惑星としての地球」（仮題）

８．その他
（1）乳幼児を同伴される予定の方は，下記までお問い
合わせください．最寄りの保育施設を紹介いたしま
す．なお，保育費用の一部を学会が補助します．
担当：中村昭子
E-mail： aloc-takuji@wakusei.jp
（2）講演会申込にあたり，インターネットが利用でき
ない方，また，何かご不明な点がおありの方は，下
記までお問い合わせ下さい．
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1
神戸大学 理学研究科 地球惑星科学専攻内
日本惑星科学会神戸大LOC
FAX：078-803-5791，E-mail：aloc@wakusei.jp
（3）やむを得ない事情により，このお知らせの内容が
変更される可能性があります．学会 HP で最新の情
報をご確認下さい．

