関東支部会 会員各位

2021 年 10 月 1 日
関東支部長
太田 寛行
支部大会運営委員長 坂本 一憲

日本土壌肥料学会 関東支部大会（千葉大会）開催のご案内（変更後）
2021 年度日本土壌肥料学会関東支部大会を下記のとおりオンライン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，当初の予定のハイブリッドでは
なくオンライン開催に変更いたしました．これに伴い，参加申込期限は 10 月 15 日（金）に，参加費
事前振込期限および講演要旨送付期限は 11 月 5 日（金）に延長いたしました．さらに変更等のある場
合は，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. 開催方式と日程
開催方式
ポスター発表

LINC Biz を使用したオンライン開催

幹事会
支部総会・特別講演

Teams を使用したオンライン開催
Zoom を使用したオンライン開催

日程
2021 年 11 月 18 日（木）
～11 月 25 日（木）
2021 年 11 月 20 日（土）

2. 11 月 20 日（土）の予定
10:00～11:00
ポスター発表コアタイム（奇数番号の発表者・LINC Biz チャット使用）
11:00～12:00
同上
（偶数番号の発表者・LINC Biz チャット使用）
13:00～14:00
幹事会（幹事のみが参加・Teams 使用）
14:10～14:20
開会式（ここから閉会式まですべての参加者が参加・Zoom 使用）
14:20～14:50
支部総会
15:00～16:00
特別講演
演題：土づくり・減肥に役立つ緑肥の効果の解明とその利用
演者：唐澤敏彦氏（農研機構・中日本農業研究センター）
16:00～16:20
閉会式
時刻は変更されることがあります．
懇親会・エクスカーションは実施しません．
3.

ポスター発表の方法
LINC Biz を利用したポスター発表およびチャット機能による質疑応答
（口頭発表はありません）
．
公開期間を８日間とし，その間，質疑応答が可能ですが，11 月 20 日（土）のコアタイムを設定
します．上記で設定したコアタイム中では，発表者は可能な限りリアルタイムで質問にお答えく
ださい．参加者は積極的に質問の投稿をお願いします．

4. 参加および発表申込み
1) 申込期限 : 2021 年 10 月 15 日（金）※延長しました
2) 方法：専用の Google フォームから必要事項を入力の上，お申込みください．下記の
リンクまたは右記の二次元バーコードよりアクセスしてください．アクセスができ
ない場合は本大会事務局（下記 9.参照）までメールでお知らせください．
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15sXD6c663HIUWxd-05DNnTV2LFwAT8eiFQWc_DlTq-mjSQ/viewform

3) 自動送信の受付完了メールが届かない場合には，入力メールアドレスをご確認の上再度送信
ください．
4) ポスター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．
5. 参加費等の事前振込
※オンライン開催となりましたので，当日申込と支払いはできません. ご注意ください.
参加費振込期限：
2021 年 11 月 5 日（金）※延長しました
大会参加費（下記はすべて要旨集込の費用となります）
学会員（非課税）
3，000 円（学生会員 1，000 円）
非学会員（消費税込み）
3, 300 円（学生非会員 1, 100 円）
振込先
銀行・支店
ゆうちょ銀行・〇二九（ゼロニキユウ）店
口座番号
当座 ０１０９５４９
振込用紙には 『00280-6-0109549』とご記入ください
口座名義
岩佐 博邦（イワサ ヒロクニ）
事前振込を原則とします．振込手数料は各自のご負担になります．また，納入完了確認のた
め納入後は大会事務局会計 岩佐（h.iws6@pref.chiba.lg.jp）宛てに E-mail で納入明細を
ご連絡ください．その際，メールの件名を「2021 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，大会に参加できませんのでご了承くだ
さい．
講演要旨集は参加者全員に PDF ファイルを LINC Biz 上にて配布いたしします．要旨集のみ
の購入はできません．
6. 講演要旨の送付
1) 要旨送付期限：2021 年 11 月 5 日（金）※延長しました
2) 講 演 要 旨 を 所 定 の 様 式 （ 7 参 照 ） に し た が っ て 作 成 し ， 要 旨 提 出 専 用 ア ド レ ス
（2021soilchiba@gmail.com）宛てに E-mail の添付ファイルでお送り下さい．その際，件名を
「2021 年度関東支部大会講演要旨の送付」としてください．
7. 講演要旨の様式
1) ファイル名を「演者氏名－所属名」とする Microsoft Office Word 形式（.doc または.docx）
で提出ください． ※PDF は受け付けません
2) 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るため，下記様式
を厳守して作成ください．本文 1 行あたり 25 字，16 行，2 段（全角 800 字以内）
3) テンプレートの word ファイルはリンク（下記）または大会参加申し込み用の Google フォー
ムの説明欄リンクからダウンロード可能です．
https://drive.google.com/file/d/1CKi9sVU2N6F5cl7eq4lera5SSTZ7vJtB/view?usp=sharing

要旨集には 1 ページ 3 課題掲載の予定です．
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．

全体の高さ
84 mm

20 mm

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）
本文 9 ポイント
MS 明朝体
20 mm
全角 800 字以内

5-10 mm

8. 留意事項
1) ポスター発表について，発表者および参加者には事前にメールで LINC Biz 招待が届きます．
発表者は LINC Biz にアカウント登録を行い，ご自身のポスターチャンネルに発表の準備（ポ
スターのアップロード）を行います．準備終了次第，大会事務局が参加者を招待し，チャッ
トによる質疑が開始されます．公開終了日の翌日にサイトおよびすべてのポスターデータが
削除されます．すべての参加者は，チャット機能を使用し，公開期間内は自由に発表者と質
疑応答をすることが可能です．ポスターの形式は特に定めはありませんが，具体的な制限や
操作方法，作業日程等につきましては，事務局よりメールで発表者に順次ご案内いたします．
2) 開会式・総会・特別講演・閉会式について，すべての参加者には事前にメールで Zoom リン
クが届きます．
9. 大会事務局
千葉大学大学院園芸学研究院 土壌学研究室 八島 未和
〒271-8510 千葉県松戸市松戸 648
TEL:
047-308-8817(直通)，8818（研究室）
E-mail: matsushima@faculty.chiba-u.jp
要旨提出専用アドレス: 2021soilchiba@gmail.com

