
お知らせ   
 
 

第 21 回 日環協関東支部環境セミナー in Makuhari 
                        参加申し込みのご案内  
 

 社団法人 日本環境測定分析協会 関東支部 
 

拝 啓  

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃は当協会活動にご支援・ご指導を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

さて、恒例の（社）日本環境測定分析協会・関

東支部主催の環境セミナーが、本年度は埼玉県環

境計量協議会、千葉県環境計量協会のご協力によ

り、千葉市において開催されることになりました。  

つきましては、会員の皆様方にはご多忙中とは

存じますが、何卒奮ってご参加下さいます様、ご

案内申し上げます。 

敬 具 

 

記 

【開催要領】 

１. 期 日： 

平成 21 年 7 月 2日（木）～3日（金） 

 

２. 場 所： 

（財）海外職業訓練協会(OVTA) 幕張研修施設 

（千葉県千葉市美浜区ひび野 1-1） 

 TEL：043-276-0211 

  http://www.ovta.or.jp/ 

交通機関 ＪＲ京葉線 海浜幕張駅 徒歩 5分 

 

３. 日 程： 

第１日目（7月 2日） 

４. セミナー参加申込 

別紙の「環境セミナー申込書」に必要事項を記

入してお申し込みください。なお、当日の混雑を

緩和させていただくため、参加費は下記の締切日

までにお早めに振込みをお願いいたします。 

 

 1）セミナー参加費 

 ・特別講演、懇親会、技術発表会  7,000 円 

 ・7/3 技術発表会のみ       1,000 円 

・7/2 谷津干潟ミニ見学会参加者  1,000 円 

 ・施設内宿泊 ｼﾝｸﾞﾙ１泊朝食付き 7,000 円 
  （50 室限定につき先着順に受付けします。） 

 

2）振込先 

   みずほ銀行船橋支店（普通）8062368 
   日環協関東支部環境セミナー実行委員会 
              津上 昌平 
 
 3）参加申し込み締切り 
   平成 21 年 6 月 19 日（金）まで 
   見学会参加の方は 6月 5日（金）まで 

 

５. 技術発表の申込 

技術発表会の発表者も募集しておりますので、

発表を希望される方は「技術発表申込書」に必要

事項を記入し奮ってご応募ください。 

 【応募の期限】 平成 21 年 5 月 15 日(金) 13：00 受付開始 
 【発表原稿の提出期限】  5 月 29 日(金) 14：00 谷津干潟のご紹介（ビデオ等にて） 
 15：00 開会セレモニー 
６．お問い合わせ先 15：30 特別講演「東京湾の環境保全ついて」 

セミナー参加及び技術発表等に関する問合せ先 －講師－： 

    習志野市環境部長 長谷川 昭仁氏  
17：30 懇親会 

〒275-0001 千葉県習志野市東習志野 3-15-11 
〔13：00～17：30（分析機器展示）〕 

習和産業株式会社内 
（12：30～14：30 の間で希望者にて会場近くの

谷津干潟自然観察センターの見学会を予定し

ています。） 

日環協関東支部セミナー実行委員会 津上昌平 

TEL：047-477-5098 FAX：047-477-5324 

e-mail：tsugami-syohei@hitachi-ies.co.jp 
 

      
第２日目（7月 3日） 

                 以上 
  9：00～12：00  技術発表会 

  
２会場に別れて環境測定分析に関する技術発

表会を開催いたします。  
  〔9：00～12：00（分析機器展示）〕 
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〔F A X〕 047－477－5324 
〔e-mail〕 tsugami-syohei@hitachi-ies.co.jp 

 
（社）日本環境測定分析協会 関東支部環境セミナー実行委員会 行 

 
 

第 21 回 日環協関東支部環境セミナー in Makuhari 
 

 

環境セミナー参加申込書 

 
平成 21 年 月 日 

 
 （ふりがな） 

会社名  
 
 
〒 
 
 
 
 
ＴＥＬ 
 

連絡先 

 
ＦＡＸ 
 

参加項目（○印を記入してください） 
氏 名 所属・役職名

見学会 特別講演 懇親会 技術発表 宿泊※ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

参加者 

       
※宿泊については、館内宿泊施設を利用希望の場合のみ記入下さい。 
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第 21 回 日環協関東支部環境セミナー in Makuhari 

                  技術発表のご案内 
 

社団法人 日本環境測定分析協会 関東支部 
 

拝 啓 ４．技術発表申し込み 

技術発表会の発表文を次のとおり募集しますので、

奮って御応募下さい。 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃は当協会活動にご支援・ご指導を賜り、厚

く御礼申し上げます。 (ア) 技術発表文の内容 
技術発表の内容は原則として、環境測定分析

業務にかかわる内容のものと致します。 
さて、恒例の（社）日本環境測定分析協会・関

東支部主催の環境セミナーが、本年度は埼玉県環

境計量協議会、千葉県環境計量協会のご協力によ

り、千葉市において開催されることになりました。

つきましては、会員の皆様方にはご多忙中とは存

じますが、なにとぞ奮ってご参加くださいます様、

ご案内申し上げます。 

① 測定分析手法の改善等に関すること 
② 環境測定分析等の知見や問題点に関する

こと 
③ MLAP，ＩＳＯ，品質保証等の取組みに関

すること 
④ データ解析，情報システム化に関すること 敬 具 

⑤ 測定分析データの活用による環境保全等

に関すること 
記 

 

⑥ その他，当協会事業に関連すること 【開催要領】 

(イ) 発表文の形式 １. 期 日： 

発表文はＡ４／４頁以内（図・表等を含む）

とします。なお、発表文はそのまま要旨集の

原稿として使用します。 

平成 21 年 7 月 2日（木）～3日（金） 

 

２. 場 所： 

(ウ) 発表の形式 （財）海外職業訓練協会(OVTA) 幕張研修施設 

会場での発表は、ＯＨＰ，プロジェクターが

使用できます。発表時間は概ね１５分，質疑

応答の時間は概ね５分とします。 

（千葉県千葉市美浜区ひび野 1-1） 

 TEL：043-276-0211 

  http://www.ovta.or.jp/ 

(エ) 発表の応募 交通機関 ＪＲ京葉線 海浜幕張駅 徒歩 5分 

 技術発表を希望される方は、別紙の「技術発

表申込書」に必要事項を記入の上、お申し込

みください。 
１ .応募の期限は原則として5月 15日(金)ま
でとします。 

２ .発表原稿の提出期限は5月 29日(金)必着

厳守とします。 
 

３. 日 程： 

第１日目（7月 2日） 

13：00 受付開始 

14：00 谷津干潟のご紹介（ビデオ等にて） 

15：00 開会セレモニー 

15：30 特別講演「東京湾の環境保全ついて」 

－講師－： 
５．お問い合わせ先     習志野市環境部長 長谷川 昭仁氏 

セミナー参加及び技術発表等に関する問合せ先 17：30 懇親会 

〔13：00～17：30（分析機器展示）〕  
（12：30～14：30 の間で希望者にて会場近くの

谷津干潟自然観察センターの見学会を予定し

ています。） 

〒275-0001 千葉県習志野市東習志野 3-15-11 

習和産業株式会社内 

日環協関東支部セミナー実行委員会 津上昌平 
 

TEL：047-477-5098 FAX：047-477-5324 
第２日目（7月 3日） 

e-mail：tsugami-syohei@hitachi-ies.co.jp 
  9：00～12：00  技術発表会 

以上 
２会場に別れて環境測定分析に関する技術発

表会を開催いたします。 

  〔9：00～12：00（分析機器展示）〕 
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（社）日本環境測定分析協会 関東支部環境セミナー実行委員会 行 

 
 

第 21 回 日環協関東支部環境セミナー in Makuhari 
 

 

技 術 発 表 申 込 書 

 
平成  年 月 日 

 
 

 
ふりがな 

氏名（発表者）  

 

 

〒 

 

 

 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

連絡先 

e-mail 

発表演題 

 

 

 

 

 

発表要旨 
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第 21 回 日環協関東支部環境セミナー in Makuhari 
     ラムサール条約登録湿地 谷津干潟 ミニ見学会のご案内 
 
 

社団法人 日本環境測定分析協会 関東支部 
 
拝 啓 
時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃は当協会活動にご支援・ご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、早速ですが、例年開催しております（社）日本環境測定分析協会・関東支部主

催の環境セミナーが、本年度は埼玉県環境計量協議会、千葉県環境計量協会のご協力に

より、千葉市において開催されることになりました。 

今回は習志野市環境部長 長谷川昭仁氏による「東京湾の環境保全と谷津干潟」をテ

ーマとした特別講演を予定しておりますが、本セミナーでの講演の前に会場近くの谷津

干潟自然観察センターのミニ見学会を企画いたしました。下記の通りご案内申し上げま

すので、セミナー出席共にぜひご参加下さい。 

敬 具 
 

記 
 
１． 開催日時 

平成 21 年 7 月 2 日（木） 12：30～14：30 

 

２． 見学場所 
谷津干潟自然観察センター 

（千葉県習志野市秋津 5-1-1 047-454-8416） 

http://www.city-narashino.chiba.jp/^yatsu-tf 

 

３． 内容、スケジュール等 
12：00～セミナー会場（OVTA ）にて受付 

12：30 セミナー会場出発～貸切りバスで移動 

12：50 センター着 入館手続き 

13：00～谷津干潟自然観察センターの概要説明 （研修室にて） 

13：30～センター内及び隣接する谷津干潟公園自由見学 

    （館内には観察用無料の双眼鏡や関連資料の展示があります。） 

14：15～バス駐車場集合～セミナー会場へ移動 

14：30 セミナー会場（ＯＶＴＡ）着（15：00 からセミナー開会） 

 

４． 申込締切 
平成 21 年 6 月 5 日（金） 定員 30 名 

   参加費 ；1000 円 セミナー申込者へご記入下さい。 

 

５． 本大会のご案内 
別添の「第 21 回日環協・関東支部環境セミナー in Makuhari の参加申し込み

のご案内」をご参照ください。 

以上 


