平成 28 年度日本水産学会北海道－東北合同支部大会の開催について
北海道支部支部長 安井 肇
東北支部支部長

秋山 秀樹

日本水産学会北海道支部と東北支部の合同大会を下記のとおり開催します。大会では，一般研究発表に加え，シン
ポジウムおよび若手の会講演会を開催しますので，多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
記
日 程 平成 28 年 10 月 22 日（土）午後，23 日（日）午前・午後
場 所 北海道大学大学院水産科学研究院（函館市港町 3－1－1）
（10 月 23 日午前，午後に JR 函館駅前と会場間の連絡バスを運行予定）
プログラム
10 月 22 日（土） 午 後：一般研究発表，若手の会講演会，北海道支部幹事会，東北支部幹事・支部連絡調整員
合同会議
夕 刻：会員交歓会（北海道大学水産学部生協）
10 月 23 日（日） 午 前：一般研究発表
午 後：北海道支部総会，北海道支部最優秀講演賞・東北支部長賞の授賞式，シンポジウム
シンポジウム題目：
「北海道・東北の水産を支える人材育成---産業・研究・教育・社会連携の視座から」
企画責任者：荒井克俊（北大院水）
・安井肇（北大院水）
・秋山秀樹（東北水研）
シンポジウム開催の趣旨：東日本大震災より 5 年が経過し，関係者の努力により水産復興の兆しも見えてきた。漁
場，漁港，漁船，水産加工・流通施設のインフラ整備は進みつつあるが，地域における現在と将来の水産を支える
人材確保は容易ではない。本シンポジウムでは北海道・東北地域の水産人材をどのように育てていくべきか，漁業
者，自治体，企業の要望のみならず，水産系課程をもつ大学，水産高校への期待についても話題提供をいただき，
さらに，水産を応援してくれる地域社会とどのように連携していくかも考える機会としたい。
申し込み方法
１．郵便, FAX または E-mail にて, 氏名, 所属, 連絡先（住所・電話番号・FAX 番号・E-mail アドレス）, 一般
研究発表の有無（有りの場合は演題名も）, シンポジウム・若手の会講演会・会員交歓会等の出欠を下記の申
込先宛にお知らせ下さい。また，北海道支部会員は最優秀講演賞および最優秀学生講演賞選考希望の有無を併
せてお知らせ下さい。東北支部所属の学生会員及び若手研究者（35 歳未満）による発表は東北支部長賞選考
の対象となります。該当者はその旨（学生または若手）をお知らせ下さい。
２．発表申し込み・要旨締め切り日 平成 28 年 9 月 23 日（金）
３．参加申し込み締め切り日

平成 28 年 10 月 7 日（金）

４．申し込み先
〒041-8611 函館市港町 3－1－1
北海道大学大学院水産科学研究院 平成 28 年度日本水産学会北海道－東北支部合同大会事務局 細川雅史
TEL＆Fax (0138)40-5530 E-mail: godoshibutaikai2016@fish.hokudai.ac.jp
５．参加費等 大会・会員交歓会参加費は, 当日会場で徴収します。
大会

1,000 円（講演要旨集代を含みます。ただし, 学生参加者およびシンポジウムへの一般参加者は無
料とします。
）

会員交歓会 3,000 円程度を予定しています。

５．問い合わせ先
平成 28 年度日本水産学会北海道－東北支部合同大会事務局
（北海道支部）
北海道大学大学院水産科学研究院（〒041-8611 函館市港町 3－1－1）
細川雅史 TEL＆Fax (0138)40-5530 E-mail: godoshibutaikai2016@fish.hokudai.ac.jp
藤本貴史 TEL＆Fax (0138)40-5536 E-mail: godoshibutaikai2016@fish.hokudai.ac.jp
（東北支部）
東北区水産研究所八戸庁舎（〒031-0841 八戸市鮫町下盲久保 25-259）
岩﨑俊秀 TEL (0178)33-1500 Fax(0178)34-1357 E-mail: tohoku-FS@ml.affrc.go.jp
服部 努 TEL (0178)33-0631 Fax(0178)34-1357 E-mail: tohoku-FS@ml.affrc.go.jp
＊北海道支部会員には封書にて案内を送付します。東北支部会員には連絡調整員を介して E-mail にて案内します。
また, プログラム・発表方法の詳細については, 日本水産学会ホームページ内「支部のページ」の北海道支部および
東北支部のページに随時掲載しますのでご覧下さい。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成 28 年度 日本水産学会 北海道-東北合同支部大会 参加申込用紙
a)

この申込書を E-mail（推奨）か郵送で下記へ申し込んで下さい。E-mail 申し込みの場合，この申込書の順番に従っ
て，1)氏名（ふりがな），2)所属（会員種別），3)連絡先（住所・電話番号），4) E-mail アドレス，5)一般研究発表の有無，
6)シンポジウム出欠，7)若手の会講演会出欠，8)交歓会出欠, 発表有りの場合は，9）演題名，10）発表者名（所属），
11)講演賞選考または東北支部長賞希望の有無と受賞条件の確認等，について必要項目を記載し、下記の申込先
宛にお知らせ下さい。
〒041-8611 函館市港町 3 丁目 1-1 北海道大学大学院水産科学研究院
平成 28 年度日本水産学会北海道支部大会事務局 細川雅史
E-mail: godoshibutaikai2016@fish.hokudai.ac.jp

b)

申し込み期限：9 月 23 日(金）17:00 必着

c)

該当する文字または記号を○で囲んで下さい。

d)

発表者氏名が連名の場合は・で連ね，研究発表者の左肩に°印をつけて下さい。氏名の後に所属の略記を( )で囲
んで入れて下さい。

e)

連絡先住所氏名，E-mail アドレスは必ず記入して下さい（受付確認連絡のため）。

参 加 申 込 書
平成 28 年
ふりがな
氏
名：

所 属：

(正会員 ・ 学生会員 ・ その他) ・（所属支部： 北海道支部 ・ 東北支部）
連絡先 (勤務先, 自宅)

(〒

)

電話：
研 究 発 表： 有り ・ なし

E-mail:
シンポジウム：

参加 ・ 不参加

月

日

会員交歓会： 参加 ・ 不参加

若手の会講演会： 参加 ・ 不参加

研究発表申込書 （以下は，発表者のみが記入してください）
演 題 名：

発表者名(所属)：

（北海道支部会員）
最優秀講演賞選考希望： 有り （45 歳未満であるか

はい ・ いいえ） ・ なし

最優秀学生講演賞選考希望（学生会員のみ，当日までに入会含む）： 有り （学年記入

） ・ なし

（東北支部会員）
東北支部長賞選考希望： 有り （年齢記入

） ・ なし
要旨作成要領

1. 原稿： 用紙は原則，A4 一枚以内とします。原稿はそのまま A4 版で印刷（モノクロコピー）されます。また，上35 mm，
下 30 mm，左右 35 mm の余白を設けて下さい。
2. 講演題目： 研究内容を的確に表した題目を 14 ポイント（ゴシック体），中央揃えで記載して下さい。
3. 演者： 演者名は研究題目の下に１行空けて 12 ポイント（明朝体），中央揃えで記載して下さい。演者が連名の場合は
「・」で連ね，発表者の左肩に○を付けて下さい。また，所属機関の略記を( )内に記入して下さい。
4. 本文： 本文は，著者の下に１行空けて 30-40 字×30 行，12 ポイント（明朝体）で，研究の【目的】，【方法】，【結果およ
び考察】などの順で小見出しをつけて分かりやすく記述してください。
5. 図表・写真： 図表・写真が必要な場合は，本文枠内に張り付けて下さい。ただし，印刷（コピー）は白黒になります。
（記入例）
35mm
魚油の健康機能に関する研究（１４ポイント，ゴシック体）
（1行あける）
○函館太郎（北大院水）・仙台三郎（東北大院農）（12ポイント，明朝体）
（1行あける）
【目的】

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

文字サイズ 12ポイント
（30－40字 X 30行）
【方法】

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

30mm …………………………………………………………………………… 30mm

【結果および考察】

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

30mm

