第 128 回日本森林学会大会のお知らせ（第４回）
一般社団法人 日本森林学会会長
第 128 回日本森林学会大会運営委員長
第 128 回大会を鹿児島大学農学部で開催します。大会までのスケジュール上の注意点などをご案
内いたします。
本大会では，当日，学術講演集を冊子体にて配布いたします。学術講演集原稿は，大会発表データベ
ースに登録されたものを用いるため，研究発表の申込後にオンラインで入稿していただきます。大会開催
１ヶ月ほど前からインターネットで講演集を公開します。
なお，会場案内や学術講演集原稿の入力方法等の詳細につきましては，日本森林学会ウェブサイト
（http://www.forestry.jp/）に掲載します。日本森林学会メールマガジン（月 1 回配信） でもお知らせいた
しますので，登録をお願いします（http://www.forestry.jp/mail/magazine/）。
１. 日程と会場
2017 年 3 月 26 日（日）
3 月 27 日（月）
3 月 28 日（火）
3 月 29 日（水）

【重要な期日】
2017 年 1 月 12 日
〃

1 月 12 日

午 前
午 後
日本森林学会各賞授賞式・受賞者講演 市民公開シンポジウム
（かごしま県民交流センター県民ホール）
研究発表
研究発表・懇親会（錦江湾クルーズ）
（鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟，学習交流プラザ）
研究発表
研究発表
（鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟，学習交流プラザ）
関連研究集会
関連研究集会
（鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟，学習交流プラザ）

17:00

大会参加のみ（聴講のみ）の場合の，参加申込みおよび
参加費前納の締切※
17:00 学術講演集原稿の提出締切（研究発表する場合のみ）

※郵便振込の場合は支払いが事務局で確認された時点で「支払い」とみなされます。振込から事務局で
の確認までに 7〜10 日程度を要する場合もありますので，郵便振込での支払いは十分に時間の余裕をみ
て行なって下さい。
２. 大会参加の申込み（大会参加のみの場合の前納の締切は 2017 年 1 月 12 日（木）17：00）
大会参加ならびに懇親会の参加申込みは，すべて日本森林学会学会ウェブサイトの大会参加・研究発
表申込み専用サイトからオンライン登録で行います。Fax, E-mail による大会参加の受け付けは行いませ
ん。学会ウェブサイト（http://www.forestry.jp/）にアクセスし，専用サイトから，大会参加の申込みと大会
参加費・懇親会費の支払い手続きを行ってください。
大会参加費（税込）

1 前納の場合：一般会員 6,000 円
学生会員 3,000 円
2 大会当日 ：一般会員 7,000 円
学生会員 4,000 円
懇親会費（税込）
1 前納の場合：一般会員 6,000 円
学生会員 3,500 円
2 大会当日 ：一般会員 7,000 円
学生会員 4,000 円
※懇親会は，例年とは異なり，桜島フェリーを借り切って，桜島と錦江湾を体感しながら郷土料理と焼酎を
楽しんでいただくという鹿児島らしさを満喫できる企画です。懇親会費は払い戻しできませんので，乗り遅
れないようにご注意下さい。懇親会の当日参加は定員に達し次第締め切らせて頂きます。 なお, 鹿児島

大学からフェリー乗り場までの移動時間は, タクシーで約 10～20 分, 市電で約 35 分です。フェリー乗り場
までのシャトルバスも利用できます（無料）。
※学会の法人化に伴い大会参加費および懇親会費の消費税を内税で徴収します。
※大会にはどなたでも参加出来ます。非会員の方は当日受付で当日参加費をお支払下さい。
 登録の際，会員番号の入力が必要です。
会員番号は日本森林学会誌が封入されている封筒の表側に記載されています。これから入会を
予定しており，参加申込みの時点で会員番号をまだお持ちでない方は，専用サイトから登録を行う
際に仮番号が自動的に用意されます。
 大会参加の申込み時に参加費の払込みを行います。
参加費の払込みは原則として専用サイトからカード決済（VISA，MASTER）で，期日までにお願い
します。
郵便振替をご利用の方は専用サイトで郵便振替選択ボタンをチェックの上，期日までに事務局で
確認されるように振替を行ってください。払込取扱票の日林誌への綴じ込みはありませんので，郵
便振替口座による払込みをご希望の場合は，郵便局の払込取扱票を使用し，通信欄に必要事項
（参加申込者氏名（ふりがな），参加受付番号（RG で始まるもの），連絡先住所，電話，所属，送金
金額内訳）を記入のうえ，下記の郵便振替口座に送金してください。払込取扱票は，参加者１名に
つき必ず１枚ずつ使用してください。郵便振替によるお支払いは，学会事務局で確認されるまでに 7
～10 日程度かかる場合もあります。どうか余裕をもってお支払い手続きを行ってください。クレジッ
トカードによる支払いは即座に確認できますので，その意味でもカード支払いをお願いいたします。
郵便振替口座
口座番号 ００１６０-７-７８９８４５
加入者名 一般社団法人日本森林学会 大会運営委員会
 領収書は大会当日，受付時に発行します。
 いったん納入された大会参加費・懇親会費は返却いたしません。
 上記締切以降は，クレジットカード・郵便振替口座による払込みは受け付けません。大会当日に受
付でお支払いください。
 研究発表をしない場合，事前の参加申込みでなく大会当日の参加申込みは可能ですが，受付が混
雑して手続きに時間がかかることが予想されます。また，予想を上回る当日参加者があった場合，
プログラムおよび大会学術講演集の配布ができない可能性がありますので，上記締切までにお申
込みいただくようお願いします。
３. 学術講演集原稿の提出（締切：2017 年 1 月 12 日（木）17：00）
学術講演集の原稿は，日本森林学会ウェブサイトの大会参加・発表申込み専用サイトからオンラインで
入稿してください。2017 年 1 月 12 日（木）17：00 までに，学会ウェブサイト（http://www.forestry.jp/）にアク
セスし，入稿手続きを行ってください。専用サイトからの登録以外は受け付けませんのでご注意下さい。
 参加費の払込みが事務局で確認された時点から，入稿が可能となります。郵便振替の場合，払込
みが確認されるまで 7〜10 日程度かかりますので，ご注意ください。また，入会予定の方は，入会
手続きの完了も必要となります。
 原稿は，全角 500 字に相当するバイト数（制御文字含む）以内で日本語，または英語で入力してくだ
さい（図表は使用できません）。ギリシャ文字，斜体，下付・上付文字などの入力は，入力画面の説
明を参考にしてください（ワープロからコピー＆ペーストしても文字飾りは反映されませんのでご注
意ください）。詳しい入力方法については，ウェブサイトに案内を掲載します。
 2016 年 11 月 17 日（木）17：00 以降は，著者名・所属，題名の変更はできません。
 学術講演集は冊子として印刷され，大会当日配布されるとともに，大会開催の約 1 ヶ月前に学会ホ
ームページに掲載いたします。また，大会終了後には大会発表データベース（予稿集公開システム
J-STAGE）にて公開される予定です。

４. 発表方法
口頭発表の機器は液晶プロジェクターのみとします。Microsoft PowerPoint 2013 をインストールしたパ
ソコンを準備します。発表に用いる PowerPoint ファイルは 2013 までのバージョンでご準備ください（各自で
事前に動作確認されることをお勧めします）。
ポスター発表のポスターの大きさは，A0 縦置き（1,188×841ｍｍ）を基本とします。ポスターには，発表題
目，発表者氏名を明記してください。
なお，発表方法の詳細につきましては，日林誌 99 巻１号（2017 年 2 月発行予定）と日本森林学会ウェブ
サイトに掲載する大会プログラムをご参照ください。
５. 保育室の設置について
第 128 回日本森林学会大会では，以下の予定で大会参加者用の保育室を設置します。
・設置場所：鹿児島大学あらた同窓会館
・設置日程：3/27（月）8：00〜17：00
3/28（火）8：00〜18：30
3/29（水）8：00〜17：00
・利用料金：小学生 500 円／人
未就学児 300 円／時間
保育室の利用を希望される方は，2017 年 1 月 31 日までに e-mail で大会運営委員会
（jfs128@ml.agri.kagoshima-u.ac.jp）にご連絡下さい。その際，可能な範囲で構いませんので，以下の事項
をお知らせ下さい。詳細については，希望者に後日 e-mail でご連絡します。
1) 利用希望者（会員）の氏名，所属，住所，連絡先(e-mail アドレス，電話番号)
2) 預けるお子様の氏名，年齢（利用日現在），在籍（就学の有無），性別，その他
特記事項（健康状態，アレルギー等）
3) 託児を希望する日付，時間帯
4) その他ご要望

６．大会会場案内
＊開催場所が日によって異なるので、ご注意ください。
各会場の詳細は日本森林学会ウェブサイト内のアクセスマップを参照ください。
日本森林学会各賞授賞式・受賞者講演・市民公開シンポジウム（3 月 26 日）
かごしま県民交流センター
〒892-0816 鹿児島市山下町 14-50
アクセス
ＪＲ「鹿児島駅」下車 徒歩 10 分
市電「水族館口」下車 徒歩 4 分
市営・鹿児島交通・南国交通バス「水族館口」下車 徒歩 5 分

研究発表・関連研究集会（3 月 26 日〜29 日）
鹿児島大学郡元キャンパス
〒890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24
アクセス

市電
「唐湊（とそ）」「工学部前」 下車 徒歩 3 分
市営・鹿児島交通バス「鹿大正門前」または「法文学部前」 下車 すぐ
南国交通バス「鹿大教育学部前 」下車 すぐ
７. 大会に関する連絡先
・日本森林学会への入会に関する連絡先
〒102-0085 東京都千代田区六番町 7 日林協会館内
日本森林学会事務局
E-mail: office@forestry.jp
・第 128 回大会の参加申込み・発表申込みシステムに関する連絡先
〒102-0085 東京都千代田区六番町 7 日林協会館内
日本森林学会事務局
E-mail: taikai@forestry.jp
・第 128 回大会の研究発表（部門別口頭発表，部門別ポスター発表，公募セッション，企画シンポ
ジウム）に関する連絡先
〒102-0085 東京都千代田区六番町 7 日林協会館内
日本森林学会プログラム編成委員会
E-mail: 128program@forestry.jp
・第 128 回大会学生ポスター賞に関する連絡先
〒102-0085 東京都千代田区六番町 7 日林協会館内
第 128 回日本森林学会大会 学生ポスター賞選考委員会
E-mail: hyosyo@forestry.jp
・高校生ポスター発表に関する連絡先
日本森林学会「高校生ポスター発表」事務局
E-mail: high_school@forestry.jp
・第 128 回大会の上記以外（関連研究集会の申込みを含む）に関する連絡先
〒890-8580 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24
鹿児島大学農学部農林環境科学科内
第 128 回日本森林学会大会運営委員会
E-mail: jfs128@ml.agri.kagoshima-u.ac.jp

