関東支部会 会員各位
関東支部長

2020 年 8 月 1 日
太田 寛行

日本土壌肥料学会 関東支部大会（埼玉大会）開催のご案内
2020 年度日本土壌肥料学会関東支部大会を下記のとおり開催いたしますので，多数ご参加ください。
なお、新型コロナウイルスに関連する諸事情によりまして、支部大会の中止、延期がありえます。開催方
法の変更につきましては、学会 HP（支部大会のお知らせ）に順次掲載してまいります。
記
1. 開催日

2020 年 11 月 27 日（金）

2. 発表方法

ポスター発表（口頭発表はありません）

3. 大会日程および会場
会場：熊谷文化創造館 さくらめいと
受付
10:00～
受付カウンター
開会式
10:30～10:40
講演会場
ポスター発表（奇数）
10:45～12:00
ポスター会場
幹事会
12:10～13:10
会議室
支部総会
13:30～14:00
講演会場
ポスター発表（偶数）
14:05～15:20
ポスター会場
特別講演
15:30～16:30
講演会場
閉会式
16:40～16:50
講演会場
懇親会
17:00～
さくらめいと内レストラン
※時刻は変更されることがあります。
※昼食は会場内の食堂などをご利用ください。
※本年度は大会運営の都合上、PowerPoint によるポスターの 1 分間紹介は行いません。
4. 参加および発表申込み（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 : 2020 年 10 月 9 日（金）
申込先 : 大会事務局まで e-mail（yamazaki.haruhito@pref.saitama.lg.jp）にてお申し込み
ください。
その際，件名を「2020 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)～8)の事項を記入してお申し込みください。
2019 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）会員番号
5) 講演会・総会
a. 出席
b. 欠席
6) 懇親会
a. 出席
b. 欠席
7) 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）
・代表者連絡先（①氏名，②所属，③住所，④TEL，⑤E-mail アドレス）
8) 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。
5. 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。振込手数料は各自のご負担に
なります。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。
その際、メールの件名を「2020 年度関東支部大会参加費振込」としてください。
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いただきます。
〇事前申し込み
・振込期限
10 月 23 日（金）
・大会参加費（講演要旨集 1 冊、代金 1,000 円を含む） 3,000 円（学生会員 1,000 円）
・懇 親 会
5,000 円（学生会員 3,000 円）
大会参加費及び懇親会費の振込み先：
銀行・支店
ゆうちょ銀行・〇二九（ゼロゴキユウ）店
口座番号
当座 ０１４２８８６
口座名義
山﨑晴民（ヤマザキ ハルヒト）
〇当日申込
・大会参加費（講演要旨集 1 冊、代金 1,000 円を含む） 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（税込）にて当日頒布いたします。
6. 講演要旨の送付
講演要旨は所定の書式（7 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。
その際，件名を「2020 年度関東支部大会講演要旨の送付」としてください。
送付期限は，2020 年 10 月 23 日（金）必着 とします。
7. 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。
https://sites.google.com/view/kntsspn/内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。
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。
※大会終了後に要旨集を J-Stage に掲載する都合上、様式を統一する必要があります。下記様式を厳守
いただきますようお願いします。

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）
全体の高さ
84 mm

20 mm

本文 9 ポイント
MS 明朝体
全角 800 字以内

20 mm

5-10 mm

8. 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 180 cm，横 128 cm です。ただし，左上 20 cm 四方を講演番
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 30 分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) コアタイム
講演番号（ポスター番号）が奇数の方は，10:45～12:00，偶数の方は 14:05～15:20 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。
9. 大会事務局
埼玉県農業技術研究センター 環境安全担当 山﨑 晴民
〒360-0102 埼玉県熊谷市須賀広 784
TEL: 048-536-0347 （代）/ FAX: 048-536-0418
E-mail: yamazaki.haruhito@pref.saitama.lg.jp
10. 交通案内
熊谷文化創造館 さくらめいと
〒360-0846 埼玉県熊谷市拾六間 111 番地 1 TEL :048-532-0002
【籠原駅から】
徒歩
：南口から約 15 分
タクシー：約 5 分
【車での来場】
国道 17 号「自衛隊入口」交差点より 2km
国道 140 号バイパス「武体西」交差点より 2km
※無料駐車場 400 台
なお，次の HP もご参照ください。
熊谷文化創造館 さくらめいと：
https://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/shisetsu/bunka/sakurameito.html

