
 
関東支部会 会員各位 2018年 8月 1日 

関東支部長 横山  正 

大会運営委員長 高橋 能彦 

日本土壌肥料学会 関東支部大会（新潟大会）開催のご案内 

 

2018年度日本土壌肥料学会関東支部大会を下記の通り開催いたしますので，多数ご参加ください。 

 

記 

1. 日 時 2018年 12月 1日（土） 

ポスター発表（口頭発表はありません） 

 

2. 会場と予定 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 3F 302 

 受付  9:00～  3F受付カウンター 

 PowerPointによる 1分間紹介 10:00～11:00 講演会場 

 ポスター発表 11:00～12:30 ポスター会場 

 幹事会 12:40～13:40 小会議室 307 

 支部総会 13:50～14:30 講演会場 

 高校生による研究発表会表彰式 14:30～14:40 講演会場 

 特別講演 14:50～16:20 講演会場 

 懇親会 18:00～ 新潟グランドホテル 

 ※時刻は変更されることがあります。 

 ※特別講演の詳細は後日， http://jssspnkanto2018.strikingly.comに掲載します。 

 ※昼食は会場付近の食堂またはコンビニエンスストアなどをご利用ください。 

 

3.  参加および発表申込み（「高校生による研究発表会」以外の発表者は，日本土壌肥料学会正会員または

学生会員で本年度会費納入完了者に限ります） 

 申込期限 2018年 10月 12日（金） 

 申込先 大会事務局まで，e-mail（dohi-k@agr.niigata-u.ac.jp）にてお申し込みください。 

  その際，件名を「2018年度関東支部大会参加申込み」としてください。 

 様式 下記の 1)～7)の事項を記入してお申込みください。 

なお，http://jssspnkanto2018.strikingly.com にテンプレートがアップされています

ので，ご利用ください。 

 

2018年度関東支部大会参加申込書 

1) 申込者氏名 

2) 申込者所属 

3) 申込者資格（正会員 または 学生会員） 

4) 講演会・総会 a. 出席 b. 欠席 

5) 懇親会  a. 出席 b. 欠席 

6) ポスター発表 a. 有 b. 無 

 題目 

 発表者氏名（演者には氏名の左に〇，所属が複数の場合には氏名右肩に識別番号を記入） 

 発表者所属（所属が複数の場合には，所属名の左に識別番号を記入） 

発表者連絡先（①氏名，②所属，③住所，④TEL，⑤e-mailアドレス） 

7) 備考（事務局宛ての伝言など） 

受付完了の通知は事務局からの e-mailにて行います。 

受付完了メールが届かない場合には，大会事務局までお問い合わせください。 



 
4. 参加費等 

事前振込みを原則とします。懇親会費についても同時に納入ください。また納入明細（大会参加費，

懇親会費）を大会事務局宛てに e-mailでご連絡ください。振込手数料は各自のご負担になります。 

期限までに振込みが確認できなかった場合は，大会当日に受付にて現金でお支払いください。 

2018年 10月 12日（金）までの事前振込み 

大会参加費（講演要旨集 1冊含む） 3,000円（学生会員 1,000円） 

懇 親 会 5,000円（学生会員 3,000円） 

大会参加費および懇親会費の振込み先： 

銀行・支店  第四銀行 内野支店 

口座番号   普通 ５０２７３２０ 

口座名義   ２０１８年度日本土壌肥料学会関東支部大会 会計 鈴木 一輝 

当日申込 

大会参加費（講演要旨集 1冊含む） 4,000円（学生会員 1,500円） 

懇 親 会 6,000円（学生会員 3,000円） 

なお，追加で講演要旨集の購入を希望される場合には 1冊 1,000円（+税）にて当日頒布いたします。 

 

5. 講演要旨の送付 

講演要旨は所定の書式（6参照）にしたがって作成し，大会事務局宛てに e-mailの添付ファイルでお

送り下さい。添付ファイルは必ずMicrosoft Office Word形式（.docまたは.docx）で保存してください。 

送付期限は，2018年 10月 26日（金）必着 とします。 

 

6. 講演要旨の様式 

下記の様式に従いワードプロセッサーで作成してください。本文は 1行あたり 25字，16行，2段（全

角 800字以内）を厳守してください。必ずMicrosoft Office Word形式で保存してください。原稿ファ

イル名は，「演者氏名－所属名」としてください。 

http://jssspnkanto2018.strikingly.comからテンプレートをダウンロードできます。 

要旨集には 1ページ 3課題掲載する予定です。なお，大会事務局で体裁を編集することがありますの

で，ご承知おきください。 

 

左右マージ 20 mm，本文 2段組，段組マージ 5～10 mm 

表題：12ポイント，MS明朝体，中央揃え，全角 37文字 

副題：10ポイント，MS明朝体，中央揃え，全角 48文字 

氏名：10ポイント，MS明朝体，右詰め 

（所属：10ポイント，MS明朝体，右詰め） 

 

20 mm 

本文 9～10ポイント 

MS明朝体 

全角 800字以内 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 mm 

5-10 mm 

 

7. ポスター発表の方法 

1) ポスター展示パネルの大きさ 

ポスターを貼るパネルの大きさは，縦 210 cm，横 120 cmです。ただし，左上 20 cm四方を講演番

全体の高さ 

84 mm 



 
号（ポスター番号）表示用に大会事務局が使用します。 

2) ポスターの貼り付けと取り外し 

ポスターの貼り付けは 10時までにお願いします。画鋲は会場に用意しています。ポスターの取り外

しは 16時 40分までにお願いします。時間を過ぎても取り外されない場合は，運営委員会で処分させ

ていただきます。 

3) 1分間紹介フィアルの送付 

Microsoft Office PowerPointのテンプレート（http://jssspnkanto2018.strikingly.comからダウン

ロードしてください）を用いて 1分間紹介スライドを作成し，PDF（PowerPointを PDF形式で保存）

または PowerPointの元ファイルを，添付ファイルで大会事務局に送付してください。 

 

送付先 e-mailアドレス：dohi-k@agr.niigata-u.ac.jp 

 

ファイル名は講演番号（ポスター番号：決まり次第お知らせします）と演者氏名を連ねて，例えば

「01越後太郎-新潟大学.pdf」としてください（PDFが望ましい）。大会事務局で体裁を編集すること

がありますので，あらかじめご承知ください。送付期限は，11 月 12 日(月）必着 とします。なお，

発表順につきましては，各発表者に 11月 25日頃までにお知らせする予定です。 

4) コアタイム 

講演番号（ポスター番号）が奇数の方は，11:00～11:45，偶数の方は 11:45～12:30がコアタイムで

す。演者はその時間には必ずポスターの前にお立ちください。 

 

8. 高校生による研究発表会 

高校生がクラブ活動や課外活動などで行ってきた研究の成果を発表し，専門研究者や大学院学生と議

論したり，アドバイスを受けたりすることを通じて，更なる研究の発展を考える機会を提供することを

目的に，当発表会を開催します。関東（新潟県，神奈川県，東京都，千葉県，埼玉県，山梨県，茨城県，

栃木県，群馬県および長野県）在住の高校生であればどなたでも参加可能ですので，ぜひともお声がけ

の程よろしくお願い申し上げます。高校生・引率教員の大会参加費は無料です。 

詳細は本大会のホームページ（http://jssspnkanto2018.strikingly.com）に掲載いたします。 

 

9. 大会事務局 

新潟大学農学部 土壌学研究室 原田直樹 

〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐２の町 8050 

TEL/FAX: 025-262-6636/6854 e-mail: dohi-k@agr.niigata-u.ac.jp 

 

10. 交通案内 

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 

〒950-0078 新潟市中央区万代島 6番 1号 TEL: 025-246-8400 

【新潟駅から】 

徒歩  万代口から約 20分 

バス  佐渡汽船行 約 15分 … 新潟駅前（万代口）→朱鷺メッセ下車 

タクシー 約 5分 

【車での来場】 

新潟西 I.C.から新新バイパス紫竹山 I.C.経由で約 20分 

万代島駐車場など（有料）をご利用ください。 

 

なお，次のHPもご参照ください。 

朱鷺メッセ 交通アクセス：https://www.tokimesse.com/visitor/access/ 


