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＜告知＞ 

「ニューズレター雪氷北信越」廃止のお知らせ  

 当ニューズレターを，当支部会員への情報提供を目的として年６回発行してきました．

しかしながら，昨今のきわめて厳しい予算の都合上，今までのように印刷し，全支部会員

へ郵送するのが困難になってきました．また一方，機関誌「雪氷」の編集委員会では支部

活動について積極的に「雪氷」へ投稿し，全雪氷学会員へ情報提供してほしいという要請

もあります． 

 そのような情勢を踏まえて，12 月 7 日に開催された当支部の理事・幹事合同会議におい

て検討した結果， 

・ニューズレターは廃止する． 

・ニューズレターに代えて，今後は「雪氷」の支部だよりに支部活動の情報を掲載す

る（原稿等の扱いは，支部だより担当者（現在は竹井）がお受けします）． 

・支部だよりに掲載した情報は，当支部のホームページにも掲載する． 

ということが了承されました（５月の総会で決定される運びです）． 

 今後は「雪氷」の支部だよりやホームページ（ http://www.seppyo.org/~hse/）をご覧いただ

き，引き続き支部の活動を盛り立てていただきますよう，よろしくお願いします． 

 なお，支部の機関誌「雪氷北信越」はこれまで通り，支部総会当日に発行します． 

奮って原稿をお寄せくださいますよう，併せてお願い申し上げます． 
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＜告知＞ 
第 15 回北信越支部総会および研究発表会・製品発表検討会のお知らせ  

日時  ：2002 年 5 月 18 日（土）10:45-17:00 

    （なお，総会は昼過ぎに，また日程終了後に懇親会を予定しています．） 

場所  ：長岡技術科学大学 講義棟（Ｄ，Ｅ教室）   長岡市上冨岡町 1603-1  

         （越後交通バス：長岡駅大手口 7番線 10:05 発 技大着 10:35 が便利） 

参加費 ：無料 

予稿集 ：発表予稿集掲載の「雪氷北信越２２号」を当日配付します． 

    （日本雪氷学会北信越支部会員：無料，配付希望の非会員：1000 円） 

 

参加申込等の要領： 

 参加申込・発表申込：別紙の書式の参加申込用紙に記入の上，郵送またはＦＡＸして

いただくか，必要事項（氏名，所属，連絡先，総会・発表会・懇親会の参加・不

参加）を電子メール等でご連絡下さい．  

    4 月 18 日(木) 必着 

 予稿原稿提出：別紙の原稿執筆要領に従って作成し，発表申込票と併せて郵送下さい． 

    4 月 18 日(木) 必着 

送付先：〒940-1103  長岡市曲新町 2-12-11 田村雪氷計測研究所 田村 盛彰  

（Tel:0258-33-3820, Fax:0258-33-3821） 

電子メール：moriss.tamura@nifty.ne.jp 

 

＜告知＞ 

「雪氷北信越」22 号発行のお知らせと自由投稿文・広告の募集 

  北信越支部編集委員会では 2002 年 5 月 18 日(土)に「雪氷北信越」22 号の発行を予定

しております．付きましては自由投稿文と広告を募集いたします．下記の要領で奮ってご

投稿下さい． 

１．自由投稿文（ 随筆・評論・文献紹介・実験観測技術ノウハウ等 ） 

  字数は 3000 字程度(１ページ単位)，予稿の執筆要領に準じて下さい． 

  提出は A4 上質紙の印刷原稿を下記連絡先に郵送するか，電子メール (MS-WORD ファイ

ル原稿)か，フロッピー（MS-WORD ファイル原稿または MS-DOS テキストファイル）で

送って下さい．今回は，一太郎文書ファイルは解読不能ですので，ご容赦下さい． 

２．広告  

  中１ページは１万円から，中半ページは 6千円からとし，半ページ単位で募集します． 

  ご希望の方は版下を作成して申し込み下さい． 

３．提出期限:2002 年 4 月 18 日(木) 

   提出・連絡先:940-1103:長岡市曲新町 2-12-11,  田村雪氷計測研究所 田村 盛彰 

   電子メール:moriss.tamura@nifty.ne.jp   TEL:0258-33-3820, FAX:0258-33-3821 
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＜案内＞ 
行事名：新潟・長野地区見学会のご案内 

ＪＲ東日本のご好意で上越新幹線の消雪基地の見学を企画しました．興味深い内

容ですので是非ともご参加下さい．ご希望の方は見学会担当の上石または遠藤会

員に申し込み下さい． 

日 時：2002 年 2 月 20 日（水）午後 1:30 から 1時間 

集合場所：JR 東日本近江消雪基地（新潟市近江字上 259） 

新潟市女池インターから県庁方向に下りて，次の交差点を右折し「うおろく」で

左折，新潟運輸・総合生協の通りに出るので，新幹線高架に沿って右折すると右

2つ目である．（バス交通：新潟駅南口から女池愛宕行き，鳥屋野中学校入口で下

車，進行方向に 300m 進み，モービルガソリンスタンドの交差点を左折して南へ

300m で新幹線高架に，高架先を左折した 2 つめ．手前は遊技会館．バスは 20 分

に 1回程度の運行．新潟駅南口からは約 3km.） 

注 意：ヘルメット持参のこと，JR 職員の指示に従うこと 

申し込み：上石勲（(株)アルゴス雪氷技術センター 〒944-0013 新井市高柳 696-2  

  Tel:0255-70-1452 Fax:0255-72-9426  e-mail：kamiisi@argos-net.co.jp） 

または，遠藤治郎（〒950-2052 新潟市寺尾 18-7   

Tel:025-260-3356 e-mail：endo7331@info-niigata.or.jp） 

申し込み締め切り：1 次 1 月末日，最終 2 月 15 日 

準備の都合上，早めに申し込んで下さい． 

（遠藤治郎 理事 記） 

 

＜案内＞ 

行事名：2001 年度 新潟地区積雪観測法講習会（参加者募集のため再掲載） 

講習題目：積雪調査法 

日 時：2002 年２月 23 日(土)  9:00～15:30 

会 場：(独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所(長岡市栖吉町前山 187-16) 

定 員：16 名    

受講費：一般 3000 円，正会員・学生 2000 円 

申し込み・連絡先：〒940-1103 長岡市曲新町 2-12-11,  

         田村雪氷計測研究所  田村 盛彰 

          TEL：0258-33-3820,  FAX：0258-33-3821 

         電子メール：moriss.tamura@nifty.ne.jp  

２月 13 日(火)までに郵便又は faxにて，氏名，連絡先住所，TEL/FAX，会員種別を記載して

申し込みください． 

（田村盛彰 理事 記） 
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＜報告＞ 

行事名：雪の結晶づくり講習会 

日 時：12 月 23 日（日）午前 10 時 30 分～，午後 1時～ 

会 場：長岡市立科学博物館展示室（長岡市柳原町 2-1） 

参加者：11 名 

 標記行事を 2001 年 12 月 23 日（日）午前10 時 30 分からと午後 1時からの 2回，長

岡市立科学博物館展示室にて実施しました．参加者は 2回の合計で 11 名（4組）と小

人数でしたが，写真による雪結晶の観察から始まり，1949 年北大低温研製作の展示用

人工雪実験装置の見学や，平松式人工雪発生装置による人工雪づくり，ダイアモンド

ダストの実験などで，雪と氷とを堪能しました． 

 また，参加4組中 2組の方々が装置を借り受けて，自宅で実験・観察を繰り返され，

今後の発展にも期待が持てる状況でした． 

（加藤正明 幹事 記） 

 

 

＝２月，３月のカレンダー（北信越支部地域情報）＝ 
 2 月 20 日（水） 新潟・長野地区見学会 

 JR 東日本近江消雪基地（新潟市近江字上 259） 
 2 月 23 日（土） 新潟地区積雪調査法講習会（9:00～15:30） 

 (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 
 
～4月 30 日（火） 

『第２回雪のデザイン賞』募集 
 中谷宇吉郎雪の科学館（〒922-0411 石川県加賀市潮津町イ 106  
                    TEL:0761-75-3323） 

 

※本号を最後に『ニューズレター雪氷北信越』は，支部ホームページと「雪氷」の支部だより

にその役割を移すことになります．支部会員に提供したい情報等がありましたら，お近くの

編集委員（下記），または編集担当（竹井），支部ホームページ運営担当（矢田，上村）まで

お寄せください． 

新潟地区編集委員：小南靖弘，梅村晃由，佐藤和秀，佐藤篤司，横山宏太郎，和田 惇 

長野地区編集委員：鈴木啓助，新田隆三    富山地区編集委員：川田邦夫，飯田 肇 

石川地区編集委員：矢田 豊，小川弘司    福井地区編集委員：伊藤文雄，宇治橋康行 

 

ニューズレター雪氷北信越 
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TEL:0258-35-7522 / FAX:0258-35-0020 
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