
2016年 3月 23日発行 

（公社）日本雪氷学会東北支部 
 

 ニューズレター No.64  
 

２０１６年度東北支部大会の開催案内 
 

 2016年度（公社）日本雪氷学会東北支部大会（理事会、総会、研究発表会）を、東北大学理学部（青葉

山北キャンパス）にて下記の予定で開催いたします．今年の大会も昨年と同様に、日本雪工学会北東北支

部との合同開催となります．皆様のご参加ならびに研究発表をよろしくお願い申し上げます．なお、大会

プログラムの詳細については、決まり次第お知らせします． 

 

開催日時：2016年 5月 13日（金）、14日（土） 

開催場所：東北大学大学院理学研究科・理学部（青葉山北キャンパス）（総会、研究発表会） 

〒980-8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6番 3号 

 http://www.sci.tohoku.ac.jp/access/ 
参 加 費：学会員 1,000円，非会員 2,000 円（いずれも講演資料代を含む） 

日  程：5月 13日（金）         9：15～10：45 理事会 

（予定）    11：00～12：15 総会、授賞式 

     13：30～14：30 特別講演会 

     14：40～17：15 研究発表会 

     18：30～20：30 情報交換会（場所未定） 

5月 14日（土）     9：15～12：30 研究発表会 

出欠確認：別紙様式に記入の上、FAX、郵便、電子メールにてご返信下さい． 

     総会を欠席される場合は、必ず別紙の委任状を FAX、郵便、電子メール（スキャンしたもの）

にて提出してください． 

研究発表の申込および講演要旨の提出： 

・ 提出期限：4月 25日（月）必着 

・ 提出先：宮城大学食産業学部 原田鉱一郎 

・ 研究発表の申し込みは別紙様式にて電子メール、FAXまたは郵便にて提出してください． 

・ 講演要旨（A4版・1～2ページ）は研究発表当日に配布されます．要旨のフォーマットは本原稿に

準じたものとします．原則として、電子メールにて pdfファイルで提出してください． 

研究発表申込・連絡先：〒982-0215 仙台市太白区旗立 2－2－1 宮城大学食産業学部 原田鉱一郎 

         電話: 022－245－1434 FAX：022－245－1434 E-mail: haradak@myu.ac.jp 

本原稿の提出： 

・ 提出期限 6月 10日（金） 

・ 本原稿は「東北の雪と生活」に掲載されます．A4版 camera ready、6ページ以内で作成してくだ

さい．投稿原稿のフォーマットは別紙を、投稿規程は支部 web サイトをご参照ください

（http://www.seppyo.org/~tohoku/journal_kiyaku.htm）．原稿の種類（論文，報告，解説，資料，

その他）を必ず明記してください．講演要旨と同様に、電子メールにて pdf ファイルで提出して

ください． 

・ 誌上発表のみも受け付けます．本原稿を投稿する際には、誌上発表のみである旨を明記下さい． 

・ 今回から自筆署名を行った著作権譲渡承諾書の提出も同時に必要です．雛形は支部 web サイトを

ご参照ください． 

本原稿の提出先：〒036－8561青森県弘前市文京町 3 

 弘前大学理工学研究科 石田 祐宣 

  電話＆FAX:0172-39-3621 E-mail: ishida@hirosaki-u.ac.jp 

情報交換会： 会場 未定 （仙台市街を予定） 

会費 3,000～4,000円（予定） 

その他： 宿泊などは各自でご予約ください． 
 



会場案内 
 

 
会場： 

東北大学 青葉山北キャンパス 理学研究科合同Ｃ棟 [H-04] 2階 青葉サイエンスホール 

〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3      http://www.sci.tohoku.ac.jp/access/ 

 
 

交通案内： 

○JR 仙台駅 

地下鉄東西線に乗り換え「八木山動物公園行き」にて 9分、「青葉山駅」下車 

北 1出入口より徒歩 2分（出口から左手へ進みすぐの丸みを帯びた壁面の建物です） 

 

駐車場について: 

下図右側の入口より坂を上り、ゲートのインターホンで来訪目的を告げて入場ください． 

 

 

地下鉄出口 
この建物です 

自動車入場ゲート 



「東北の雪と生活」原稿執筆要項（14pt明朝・太字） 

 

東北太郎 （所属）（12pt明朝・太字） 

雪氷花子 （所属）（12pt明朝・太字） 

 

Please write the English title here. (12pt TimesNewRoman, bold) 
Taro TOHOKU (Affiliation; 10.5pt TimesNewRoman, bold) 

Hanako SEPPYO (Affiliation; 10.5pt TimesNewRoman, bold) 
 

1． ページ 
 原稿の長さは原則として，6 ページ以内とします． 

 
2． 原稿 
 原稿はワープロを用いて，A4 判サイズで作成ください．上端マージン 25mm，下端マージン 25mm，

左端マージン 25mm，右端マージン 25mm，字数は 45 字×45 行で一段組とします． 
 ただし，この字数で印字できない場合は，文字数や行数を調整してマージンに，はみ出さない様に

してください．電子版(PDF 版)は原稿をそのまま利用しますが，冊子版では原稿をオフセットし，A4
判の大きさに白黒印刷します． 
 
3． 書き出し 
 第 1 ページは題目を第 1 行から書きだし，1 行あけて所属，著者名を中央に揃えて書き，続けて英

文題目，英文著者名を書きます．著者名は所属ごとに改行してください．1 行空けて本文を書き出し

てください．第 2 ページからは第 1 行目から書いてください． 
 題目は明朝 14pt，著者名と所属は明朝 12pt，それ以外は節題を含め 10.5pt のフォントを用い，題目，

著者名，節題はボールドで強調して下さい．句読点は「，」「．」を用いてください．本文の英数字は半

角にして下さい．また，ページ番号は印刷しないでください．この案内は執筆要項の様式に従って書

いてあります． 
 
4． 図・表 
 図(写真も含む)・表は白黒印刷に耐えられる鮮明なものを用い，表の説明(キャプション)は表の上に，

図の説明は図の下に記載してください．図・表番号はそれぞれ通し番号(図 1，表 1)としてください．

また，本文中でも必ず触れるようにしてください． 
 
5． 引用文献 
 本文中の引用は，著者の姓(発表年)，文末の場合は(著者の姓，発表年)とし，本文末尾の文献リスト

と対応させて下さい．文献リストは，第 1 著者姓のアルファベット順に並べて下さい．引用文献の記

載方法は「雪氷」に準じます(東北・雪氷，2015)． 
 
6． 締切期日 
 各年度の原稿提出締切は事務局より連絡いたします．遅れた場合は掲載しません． 
 
【引用文献】 
東北太郎，雪氷花子，2015: 「東北の雪と生活」原稿執筆要項，東北の雪と生活，15，1-2． 



出席確認 FAX送信票 

 
連絡先：〒982-0215 仙台市太白区旗立 2－2－1 宮城大学食産業学部 原田鉱一郎 

         電話: 022－245－1434 FAX：022－245－1434 

E-mail: haradak@myu.ac.jp 

電子メールで申し込まれる方は、以下の内容を直接メールに記入してください． 

ただし、欠席の方は必ずスキャンした委任状を添付してください． 

   
ご氏名：                   
所属・職名                  
連絡先：〒                                     
    電話                FAX                              
    E-mail                                              
 
◆ 5 月 13 日に開催される上記大会の総会に 
    出 席   欠 席  （どちらかに○をつけてください） 
           〈欠席の場合は委任状をお送り下さい．〉 
 
◆ 5 月 13 日に開催される上記大会の情報交換会（懇親会）に 

  出 席   欠 席  （どちらかに○をつけてください） 
〈複数名の場合は人数：     人〉 

 
◆ 5 月 13 日～14 日に開催される日本雪氷学会東北支部大会の研究発表会で 
    発表する  発表しない （どちらかに○をつけてください） 
 
発表課題：                                     
発 表 者：                                     
所  属：                                      
 
                         切り取り線                           

委任状 
公益社団法人 日本雪氷学会東北支部 

支部長 山崎 剛 様 
 

2016 年度（公社）日本雪氷学会東北支部総会において審議される案件について 
               に委任致します． 

 
2016 年  月  日 

 
氏名              印 
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発行：（公社）日本雪氷学会東北支部事務局 

 発行責任者：松村光太郎 

   〒020-0693 岩手県滝沢市巣子 152-52 

岩手県立大学 盛岡短期大学部 気付 

電話：019-694-2940  FAX: 019-694-2901 
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