
【会告】 第13回木質炭化学会総会ならびに研究発表会のご案内 

 

第 13回木質炭化学会大会 

 

1．日時      平成 27年 6月 4日（木）～5日（金） 

日程（予定）  6月 4日（木）10:30-12:00 運営委員会 

13:00-13:30 総会 

13:45-17:00 研究発表会・講演会 

18:00-20-00 懇親会 

6月 5日（金） 9:00-15:30 研究発表会・講演会 

6月 5日（金）～6日（土） エクスカーション 

 

2．場所       

研究発表会場  旭川地場産業振興センター 

（「道の駅 あさひかわ」が併設されています） 

             北海道旭川市神楽 4条 6丁目 1－12 

http://www.asahikawa-jibasan.com/access/ 

 

    懇親会場    モローズ （MORROW'S） 

北海道旭川市 2条通 8-2013-1 

 

3. 参加費 

  研究発表会 懇親会   

予約 非予約 予約 非予約 エクスカーション 

会員  5,000 6,000 6,500 7,500 20,000 円程度 

法人会員  5,000 6,000 6,500 7,500 20,000 円程度 

学生会員  3,000 4,000 5,000 6,000 20,000 円程度 

関係者  5,000 6,000 6,500 7,500 20,000 円程度 

非会員  6,000 7,000 7,500 8,500 20,000 円程度 

 

※ 関係者とは，共催・後援団体の会員等です。  

※ 法人会員は 1 社より複数名の参加が可能ですが，1 名毎に上記の参加費用がそれぞ

れ必要となります。  

※ 参加費用納入期限（5月 8日）を過ぎた参加申し込みは，当日扱いとなります。 

 



 4. 支払方法  

 参加申し込みをされた方は参加費用を下記口座へ送金してください。  

  送金手数料は各自ご負担くださいますようお願いいたします。 

 

▼郵貯銀行 記号： １９７７０  

       番号： ００５０３０７１  

       名義： 第 13 回木質炭化学会大会実行委員会  

 

   （他金融機関から郵貯銀行への振込は、店名：九七八、店番：９７８、 

   預金種目：普通預金、口座番号：００５０３０７でご指定願います。） 

 

5. 参加申込   

   研究発表会，懇親会，エクスカーションへの参加申込は予約制（事前登録）となりま

す。  

    参加申込は第 13回木質炭化学会大会実行委員会で受け付けます  

   申込方法は次の 3通りです。（一般の方もご利用になれます。）  

1. 学会 HP上の webサイトにて必要事項を記入の上，送信する。  

2. 第 13回大会 Webサイト上の参加申込専用フォーム（PDF形式または MS Word形式）

をダウンロードし必要事項を記入の上，添付書類にて大会実行委員会まで送付する。 

  (送付先 e-mail: asahikawa2015@wcrs.jp) 

3. 「別紙 1-1（会員用）」(doc 形式)、「別紙 1-2（一般用）」(doc 形式)の参加申

込書に必要事項を漏れなく記入の上，実行委員会宛にファクシミリまたは郵便で

送付する。 

  ※ 参加申込者には受付後２週間以内にメール等により確認の連絡をします。連絡の無

い場合には，お手数でもお問い合わせください。 

 

6. 申込期限  

   参加申し込み及び費用納入の期限（予約扱い）を平成 27年 5月 8日（金）とします。 

 

7. 交通アクセス  

  会場までの交通手段は各自で手配ください（JR 旭川駅からクリスタル橋を渡っていた

だくと徒歩圏内です）。 

  http://www.asahikawa-jibasan.com/access/ 

 

8. 宿泊施設   

  宿泊施設のご予約は各自で手配ください。  



9. 発表申込み  

  研究発表会での発表申込は，第 13 回木質炭化学会大会実行委員会で受け付けます。  

   申込方法は次の 2 通りです。  

① 第 13 回大会 Web サイト上の参加申込専用フォーム（PDF 形式または MSWord 形

式）をダウンロードし必要事項を記入の上，メールの添付ファイルにて大会実行委

員会まで送付する。 

②発表申込書に必要事項を漏れなく記入の上大会実行委員会宛にファクシミリまたは

郵便で送付する。 

 

※ 参加申込者には申し込み後 2 週間以内にメール等により確認の連絡をします。連絡

の無い場合には，お手数でも実行委員会までお問い合わせください。  

※ 研究発表を行うためには，本学会会員であることが必要です。非会員の方で発表を

ご希望の方は，発表申込前に必ず後述（「炭化学会入会申し込み」）の入会手続を済

ませて下さい。  

※ 本学会会員と連名である場合でも，登壇者は会員であることが必要です。  

※ 発表申込は，必ず参加申込を済ませた後で行って下さい。  

※ 研究発表の内容は，木質炭化に関する未発表のものに限ります。  

※ 研究発表の時間は，質疑応答も含めて 1 件につき約 15 分の予定です。  

※ 発表形式は，会場に用意したパソコン（OS：Windows, PowerPoint）とプロジェ

クターを使用して発表して下さい。 

※展示発表ご希望の方は別途大会実行委員会あてご連絡下さい。 

 

10. 申込み期限   

   発表申込の期限は，5月 8日（金）必着とします。 

 

11. 発表要旨  

   本研究発表会では，発表要旨の作成が必要となります。 発表要旨作成にあたっては， 

  別紙 3の発表要旨作成要領並びに要旨原稿記載例をご覧下さい。  

 

12. 提出方法  

   作成した発表要旨は，別紙 3の発表要旨作成要領の「3. 提出方法」に従ってご提出

下さい。発表要旨の提出先は，第 13回木質炭化学会大会実行委員会です。  

 

13. 提出期限   

   発表要旨の提出期限は，5月 8日（金）必着とします。  

 



14. 特別講演会 

平成 27 年度は「木炭による土壌改良、農業利用」というテーマの下に講演会を行い

ます。ご講演及びタイトルは下記のとおりです。なお，詳細につきましては，学会 web

サイトにて遂次ご案内いたします。 

 

（予定） 

講師：北海道大学農学部 大崎満教授「木炭による土壌改良、農業利用 -海外

での事例紹介-（仮）」 

北海道立総合研究機構 中央農業試験場 中村隆一研究主幹「北海道農

業において求められる土壌改良資材特性と木炭の役割、活用事例（仮）」 

 

15. エクスカーション  

 下記の日程および行程でエクスカーションを予定しています。詳細は決まり次第、

学会 web サイトにて遂次ご案内いたします。参加ご希望の方は随時実行委員会事務局

までお知らせ下さい。 

 

   6 月 5-6 日 下川町森林組合木炭製造施設，木質油吸着材製造施設の見学を予定して

います（旭山動物園にもご案内いたしますのでご希望の方はお申し出下

さい）。（宿泊：五味温泉、北海道上川郡下川町班渓） 

 

6月 5日 

16:00 会場（旭川地場産業振興センター）前出発 

         18:00 五味温泉到着 

            到着後懇親会 

          

6月 6日 

          9:00 下川町森林組合木炭製造施設見学 

         13:30木質油吸着材製造施設（東川町）見学 

         14:30 見学終了後，参加者のご希望に応じて旭山動物園，旭川空港，

旭川駅へ向かいます。 

         17:00 旭山動物園見学終了後，旭川駅，旭川空港に向かいます。 

（解散） 

 

 エクスカーションの経費は，参加人数により異なりますが 20,000 円/人程度を予定

しています。決まり次第参加申込された方にお知らせいたします。 

 



16. 第 13回木質炭化学会大会実行委員会   

  研究発表会，特別講演会、懇親会など各種のお問い合わせは下記の実行委員会までお

願いいたします。 

 

問い合わせ先  第 13回木質炭化学会大会実行委員会 

北海道立総合研究機構  森林研究本部 林産試験場 

大会実行委員会事務局 本間 千晶 

mail:honma.hro.fpri@nifty.com Tel:0166-75-4233(内線 515) 

 

  17. 後援 

   林野庁、北海道、北海道立総合研究機構 

 

18. 木質炭化学会への入会申し込み  

  入会申込は別紙 4(doc 形式) にご記入の上，下記事務局宛にお願いします。 

  

 木質炭化学会事務局  

   〒550-0005 大阪市西区西本町 1 丁目 12 番 19 号（清友ビル）  

   電話・ファクシミリ：06-6535-4684    

電子メール office@wcrs.jp 

 

mailto:honma.hro.fpri@nifty.com

