公益社団法人 日本木材加工技術協会

第 34 回年次大会（2016 年、宮崎）開催のお知らせ
日
場

時： 平成 28 年 10 月 12 日（水）13：40～14 日（金）17：00（14 日は見学会のみ）
所： 宮崎市民プラザ（宮崎市橘通西 1 丁目１）
最寄り駅：JR 宮崎駅
懇 親 会：ホテルメリージュ（宮崎市橘通東 3 丁目 1-11）
参 加 費： （講演要旨集代を含む）
事前申込 会員 4,000 円
非会員 5,000 円
当日申込 会員 5,000 円
非会員 6,000 円
懇親会費： 6,000 円（準備の都合上必ず事前申込みをお願いします)
見学会参加費： 3,000 円（交通費、昼食代 1,000 円を含む）
商品・カタログ出展料： １ コマ 30,000 円（商品･カタログ展示 1 コマ、要旨集広告（1/2P）、
大会参加費 1 名込み（懇親会は除く））
プログラム ：10 月 12 日（水）
13：40～13：50 会長挨拶
13：50～14：20 木材加工技術賞・市川賞受賞者講演（別掲年次大会プログラム参照）
14：30～17：00 特別講演（別掲年次大会プログラム参照）
13：00～17：00 ポスター展示、商品・カタログ展示
18：30～20：30 懇親会 ホテルメリージュ（宮崎市橘通東 3 丁目 1-11）
10 月 13 日（木） 研究発表、商品・カタログ展示
9：00～12：00 口頭発表（別掲年次大会プログラム参照）
13：00～14：00 ポスター説明（別掲年次大会プログラム参照）
14：00～17：20 口頭発表（別掲年次大会プログラム参照）
9：00～16：30 商品・カタログ展示
10 月 14 日（金）
8：30～17：00 見学会（予定）
宮崎駅（東口）発 → 住友林業フォレストサービス東郷樹木育種センター
（日向市東郷町山陰辛 645-15）
→ 中国木材日向工場（日向市竹島町 1-101）
→ 宮崎空港 → 宮崎駅（東口）解散
※ 40 名程度を予定していますが、申込者数により変更または中止する場合があります。
研究発表の内容：
①木材加工部門（組織、材質、切削、乾燥、接着、木材成分利用、化学加工、保存等）
②木質材料部門（製材品、集成材、合板、ボード、木質新素材等）
③木材利用部門（木質構造、産業用資材、家具、リサイクル、エクステリア等）
④その他（環境、資源、居住性、安全、エネルギー、調査分析等）
研究発表の申込み
発表形式は、口頭発表またはポスター発表とします。口頭発表時間は、質疑応答を含めて 20
分の予定です。発表の申込みは所定の申込書(当協会ホームページ http://www.jwta.or.jp か
らダウンロード可能)により、期限までにお申込み下さい。口頭発表登壇者またはポスター展
示説明者は、発表申込み時に会員資格を有する者に限ります。
なお、今大会では優秀なポスター発表に対して｢第 34 回年次大会ポスター賞（仮称）｣を援与
し表彰します。

各種締切期日
１）研究発表申込み締切
:
２）研究発表要旨原稿締切
:
３）商品・カタログ展示申込締切 :
４）大会参加事前申込締切
:
５）参加費等振込期限
：

平成 28 年 7 月 15 日（金）
平成 28 年 8 月 12 日（金）
平成 28 年 9 月 9 日（金）
平成 28 年 9 月 9 日（金）
平成 28 年 9 月 9 日（金）

各種申込み先
〒889-2192 宮崎市学園木花台西 1 丁目 1 番地
宮崎大学農学部森林緑地環境科学科
日本木材加工技術協会第 34 回年次大会事務局（担当：雉子谷佳男）
TEL & FAX：0985-58-7180
E-mail: kijiyo@cc.miyazaki-u.ac.jp
参加費等振込み方法
参加費等は、いずれも郵便振込か銀行振込でお願いします。なお、振込みにつきましては、
以下の口座をご利用下さい。商品・カタログ展示料金の振込みも同様にお願いします。
銀行振込
宮崎銀行 木花支店（店番号：143）普通貯金 172462
口座名義：34 加工技術協会大会（サンジュウヨンカコウギジュツキョウカイタイカイ）
郵便振込
店名：一七九（イチナナキュウ）店、預金種目：当座、口座番号：０１６６５７８
口座記号番号：０１７８０－８－１６６５７８
口座名称：34 加工技術協会大会（サンジュウヨンカコウギジュツキョウカイタイカイ）
問い合わせ：Tel:0985-58-7551 、E-mail:fujigen@cc.miyazaki-u.ac.jp（担当：藤元嘉安）
研究発表要旨原稿の作成要領
発表要旨原稿は、口頭発表･ポスター発表ともに A4 判 2 ページです。下記要領で作成した原稿を PDF 形式で
出力し、電子メールに添付してお送り下さい。
①A4 判縦置きで横書き、 1 段組みとします。周囲余白は上・下 30mm、左・右 25mm です。1 行の文字数は 40～
45 字、1 ページの行数は 35～40 行として下さい｡ページ番号は付けないで下さい。
②1 枚目の 1 行目から 4 行目までに、発表題目、所属・氏名を記載して下さい。連名で発表する場合には、登
壇者または説明者の氏名の前に○を付けて下さい。所属は原則としてフルネームとし、 ( )では囲まず、長
すぎる場合はわかりやすい略称にして下さい。
③本文は、1 枚目は 6 行目から、 2 枚目は１行目から記載して下さい｡
④PDF フアイルにフォントが埋め込まれていることを確認してからお送り下さい。たとえば Adobe Reader で
は、｢ファイル｣→ ｢プロパティ｣で表示したダイアログボックスの中の「フォント」において、すべてのフォ
ント名の右に（埋め込みサブセット）または（埋め込み）の表示があることをご確認下さい。
要旨原稿の送信先
要旨原稿の送信先は、次の通りです。原稿を受領後、確認の電子メールを送信します。しばらくして返事が
ない場合は問い合わせ先までご連絡下さい。
原稿送信先： kijiyo@cc.miyazaki-u.ac.jp
問い合わせ： TEL & FAX：0985-58-7180（担当：雉子谷佳男）

口頭発表の要領
発表用のコンピュータ（ノート PC）と AC アダプタは各自で用意し、講演者自身あるいは連名者等が操作し
て下さい。次発表者席には登壇者を含めて 2 本のモニタケーブル（切換器に接続）と ACIOOV のコンセントを用
意する予定です。ケーブル端子形状は D-sub mini15 ピン（３列コネクタ、一般的なアナログモニタ端子）のみ
ですので特殊なアダプタが必要なコンピュータの場合は各自でご準備下さい｡
なお、予備として、発表会場にはノートパソコン（Windows 7）を準備します。もし、会場のノートパソコン
を使用される場合は、発表は Power Point2013 で行っていただきますので、適合するファイルを作成し、CD 又
は USB フラッシュメモリーでご持参下さい。
（注意事項）
以下の注意事項を守って発表ファイルを作成して下さい。なお、パソコンにコピーしたファイルは、事務局
で消去します。
１． ファイル名は、講演者のフルネームとして下さい。
２． ファイルは大会初日（10 月 12 日）に、受付に準備する発表用パソコンにコピーして下さい。その際、作
動状況の確認をお願いします。
３． 図や写真等の画像ファイルはできるだけ圧縮して使用して下さい。
４． 文字化けを防ぐため、フォントは Windows 標準フォント（MS 明朝, MS ゴシック等）を使用して下さい。
５． アニメーションや動画使用の場合は、Windows 7 ＋Power Point2013 で作動可能かを必ず確認して下さい。
６． Macintosh でファイル作成後、Windows 用ファイルに変換する場合は、変換後に必ず動作確認を行って下
さい。
90cm

展示番号スペース

180cm

ポスター発表の要領 ：
会場では、横 378cm×縦 300cm のパネルにポスター3 枚を貼付するようにします。
作成されるポスターの寸法は右図の通り、横 90cm×縦 180cm 以内とし、パネル左上隅
の発表番号記載スペース（横 30cm×縦 10cm）は空欄とし、上部縦 20cm のスペースに
発表題目、所属・氏名を記載して下さい。パネルの前に机は設置しません。ポスター
は画鋲または粘着テープで固定して下さい。画鋲は会場に用意します。電源の使用は
できません。
展示資料の搬入・設営・撤去・搬出等の作業は、各自でお願いします。
展示準備：10 月 12 日（水）11：00～13：00
展示時間：10 月 12 日（水）13：00～17：00
10 月 13 日（木） 9：00～16：30
説明時間：10 月 13 日（木）13：00～14：00
撤去時間：10 月 13 日（木）16：30～17：00

10×30cm

商品・カタログ展示の出品要領 ：
１． 展示品：機械工具、装置、システム、原料素材、中間製品、木質材料製品、接着剤、塗料、保存薬剤、建
築資材、住宅等の商品見本、カタログ、写真等
２． 展示スペース：1 コマは、横 378cm×縦 300cm のパネルボードの 1/2 と、その前面に置いた幅 180cm×奥
行き 60cm×高さ 70cm のテーブル 1 台です。展示品をパネル、枠に固定する場合は、画鋲または粘着テー
プを使用して下さい。画鋲は会場に用意します。電源使用を希望する場合は、予め大会事務局にご相談下
さい。
３． 展示時間等はポスター発表に準じます。
４． 展示品等の据付、展示、撤去は、出展者各自で行って下さい。やむを得ず展示品を大会前に別送される場
合は、予め大会事務局にご相談のうえ、前日までに下記宛にお送り下さい。
〒889-2192 宮崎市学園木花台西 1 丁目 1 番地
宮崎大学農学部森林緑地環境科学科 雉子谷佳男気付
日本木材加工技術協会第 34 回年次大会事務局宛

周辺の宿泊施設（宿泊施設への予約は、各自でお申し込み下さい）
＊宮崎市繁華街の主な宿泊施設を紹介しています。
他にも良い宿泊施設があります。

ホテル名
①グリーンリッチホテル宮崎
②ホテルクレイン橘
③エムズホテルクレール宮崎
④ホテルエリアワン宮崎
⑤スーパーホテル宮崎
⑥レガロホテル宮崎
⑦アリストンホテル宮崎
⑧ホテルメリージュ
⑨アパホテル宮崎駅橘通
⑩エアラインホテル

T E L
0985-26-7411
0985-27-6868
0985-61-8622
0985-20-8020
0985-61-9000
0985-31-6300
0985-23-1333
0985-26-6666
0985-20-5500
0985-29-7070

ホテル名
⑪東横イン宮崎中央通
⑫ホテルエリアワン宮崎シティ
⑬ホテルブリスベンズ
⑭ホテルルートイン宮崎
⑮ホテル JAL シティ宮崎
⑯ホテルスカイタワー宮崎
⑰ＪＲ九州ホテル宮崎
⑱東横イン宮崎駅前
⑲リッチモンドホテル宮崎駅前
⑳宮崎観光ホテル

T E L
0985-38-1045
0985-20-8020
0985-32-8888
0985-61-1488
0985-25-2580
0985-31-1111
0985-29-8000
0985-32-1045
0985-60-0055
0985-27-1212

第 34 回年次大会 研究発表申込書
発表題目

所属機関・発表者（連名の場合、登壇者または説明者に○印）

申込者連絡先 所属
所在地 〒
TEL:
内容説明（約 50 字）

FAX:

E-mail :

発表形式、発表希望分野は該当するものに○印をおつけ下さい。
切 取 線

第 34 回年次大会 参加申込書
参加者氏名
所属機関

機関名
所在地 〒

TEL：
FAX:
E-mail:
会員の別
正会員
団体会員
賛助会員
非会員
参加の種類
年次大会
懇親会
見学会
支払方法
郵便振込
銀行振込
及び予定日
平成２８年
月
日頃
振込名義人名：
会員の別、参加の種類は該当するものに○印をおつけ下さい。
切 取 線

第 34 回年次大会 商品・カタログ展示申込書
会社・団体名
所在地
担当部署・氏名
同上連絡先

〒

TEL:

FAX:

E-mail:

出展内容
支払方法
及び予定日

郵便振込
平成２８年

銀行振込
月
日頃

振込名義人名：

発表形式

口頭・ポスター

発表希望部門

① ② ③ ④

