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平成２６年度 第２２回 日環協・環境セミナー全国大会 in Yamaguchi 

参加申込み並びに技術発表募集のご案内 

 

一般社団法人日本環境測定分析協会    

会 長   田 中 正 廣 

日環協・環境セミナー全国大会 in Yamaguchi 

実行委員長 村 本 昌 義 

 

  時下、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

会員各位におかれましては、当協会の活動にご支援ご

指導を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、毎年恒例

の日環協・環境セミナーは山口県宇部市で下記のとお

り開催される運びとなりました。会員の皆様方におか

れましては、ご多用中のことと拝察しますが、なにと

ぞ奮ってご参加くださいますよう、ご案内申し上げま

す。 

 

記 

1. 開催日 

  平成 26年 9月 25日（木），26日（金） 

 

2. 会 場 

  ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 

〒755-8588 

山口県宇部市相生町 8-1 

TEL  0836-32-1112 

 http://www.anacrowneplaza-ube.jp/ 

 

3. 日 程 

第１日(9月 25日 木曜日) 

13:00～13:30 受付開始 

13:30～14:00 開会セレモニー 

14:00～17:00  特別講演３テーマ予定 

18:00～20:00  懇親会 

 （12:00～18:00 カタログ分析機器展示） 

第２日(9月 26日 金曜日) 

9:00～12:00 技術発表会 

3会場に分かれて環境測定分析に関する技術発表

を行います。 

12:00～13:00 ランチョンセミナー 

 （9:00～12:30 カタログ・分析機器展示） 

 13:00～ 産業観光バスツアー（希望者のみ） 

※開催当日、新山口駅から会場までのシャトルバ

スを運行予定です。 

4.セミナー及び技術発表参加の申込み 

4.1環境セミナー参加 

 別紙の「セミナー参加申込書」に必要事項を記入し

ＦＡＸにてお申し込みください。折返しＦＡＸ受領の

ご連絡を致します。また、当日の混雑を緩和させてい

ただくため、参加費は締切日までに指定口座へのお振

込みをお願いいたします。 

(1) 参加費（会員） 

  １）全日程参加        6,000円／人  

２）２日目・技術発表のみ 1,500円／人 

   参加費（非会員） 

   １）全日程参加        8,000円／人 

   ２）２日目・技術発表のみ 2,000円／人 

(2) 参加申込み締切  平成26年 9月 19日（金） 

4.2技術発表の募集 

  技術発表の演題を募集します。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

記載し、奮ってご応募ください。技術発表の要領は

以下のとおりです。 

(1) 発表演題 

  演題は以下に示す環境測定分析業務に関わる内容

を原則とします。 

・新しい測定分析手法に関する技術 

・環境測定分析における知見や問題点 

・精度管理に関するテーマ 

・GLP,ISO等各種システムに関するテーマ 

・アスベストやＰＣＢ等最近のテーマ 

・放射線測定に関する技術等 

・環境保全事業に係る環境分析の活用 

・その他環境測定に関連する諸問題等 

(2) 発表文の形式 

  発表要旨は原則として、Ａ４（上下左右余白 20mm）、

４頁以内（図・表等を含む）白黒とします。表題は

ゴシック 14ポイントとします。所属、共同研究者名

を記載し、発表者名の前に○を付けてください。本

文フォントは明朝 12ポイント１段組とします。発表

要旨は、ＰＤＦデータにて技術発表部会までご提出 

してください。 

※注意：技術発表に用いるパワーポイントのスライ 

ドを要旨集原稿とすることはできません。 

 

 

 

 

技術発表の申込受付は 

 終了しました。 
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＜要旨集・レイアウト＞ＰＤＦデータにて提出 

 

表 題 

（ゴシック文字 14Ｐ） 

 

○発表者、共同研究者 

 

本文 

明朝 12Ｐ １段組 

 

 

 上下左右余白 20mm 

(3) 発表の形式 

  会場での発表はデジタルプロジェクターを使用し

ます。発表時間は 15分、質疑応答の時間は 5分とし

ます。 

(4) 応募の期限 

  平成 26年 6月 30日（月） 

(5) 原稿の提出期限 

  平成 26年 7月 31日（木） 

 ＰＤＦデータをＣＤ－Ｒに書き込みをし、技術発表

部会へ郵送ください。なお、盤面には会社（団体）名・

発表者氏名を明記下さい。 

 

５.参加費振込先 

中国銀行 県庁支店（店番 107） 

普通預金  №１４１７５７４ 

口座名義  (一社)日本環境測定分析協会 

       中国・四国支部 

 

６.環境測定分析士資格認定制度の更新登録点数 

日環協・環境セミナー全国大会 in Yamaguchiは、環

境測定分析士資格認定制度における更新登録のための

点数を付与する「講習会」として指定されています。

今回の日環協・環境セミナー全国大会 in Yamaguchiの

２日間にわたる特別講演及び技術発表に参加された場

合には、「講習会の参加」として 10点が付与されます。

環境測定分析士 1級又は 2級の方は、事務局が発行す

る参加票を保管して、更新登録の際に利用して下さい。 

 また、技術発表会で口頭発表された環境測定分析士

1 級又は 2 級の方は、同制度の「技術論文等の口頭発

表」として 20点が付与されます（ただし、当該発表者

には「講習会の参加」の点数は付与されません）ので、

該当する方は要旨集を保存し、更新登録の際に活用し

て下さい。 

 なお、更新登録に関する詳細は、下記のホームペー

ジの「環境測定分析士等の資格認定制度に関する規定」

を参照してください。 

http://www.jemca.or.jp/info/analysis/index.html 

７.宿泊について 

 本環境セミナーの開催会場であるＡＮＡクラウンプ

ラザホテル宇部にご宿泊を希望される方は下記連絡先

にご相談ください。 

ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 担当 後藤まで 

連絡先 電話 0836-32-1112 FAX 0836-22-0155 

いくらか当セミナーでお部屋をおさえてありますの

で「日環協全国大会の関係」と伝えてください。若干

の割引がございます。数に限りがございますのでお早

目にご予約ください。 

またセミナーに申込みを頂いた方には、後日その他

の周辺ホテルのご案内を送信します。そちらも併せて

ご検討ください。宿泊予約は各自でお願いします。 

 

8.お問い合わせ 

 ご不明な点がありましたら、下記大会事務局へお問

い合わせください。 

 

＜会場部会事務局＞ 

〒755-0055 

山口県宇部市居能町１丁目５－３３ 

中国水工(株)内 

第22回 日環協・環境セミナー全国大会in Yamaguchi 

  会場部会長 新井 大 

Ｅ-mail : jemca-c@chu-sui.co.jp 

電話 0836-21-2244  FAX 0836-21-2244 

 

 技術発表に関するお問い合わせは、下記へお問い合

わせ下さい。 

＜技術発表部会事務局＞ 

〒700-0952 

岡山市北区平田 408-1 

(公財)岡山県健康づくり財団 環境部内 

第22回 日環協・環境セミナー全国大会in Yamaguchi 

  技術発表部会長 浅野 智史 

Ｅ-mail : s_asano@okakenko.jp 

電話 086-246-6257  FAX 086-246-6258 

 

※当日は環境省の取り組みに協力し、スーパークール

ビズでのご参加をお願いいたします。スタッフもノー

ネクタイにて対応させて頂きます。ご理解、ご協力の

程、よろしくお願いいたします。

A4用紙 

4ページ以内 

 

 

 

 

技術発表の申込受付は 

 終了しました。 

 



 

第 22回 日環協・環境セミナー全国大会 in Yamaguchi 

会場部会事務局 行 

 

平成 26年度 第 22回 日環協・環境セミナー全国大会 in Yamaguchi 

セ ミ ナ ー 参加申込書 
 

平成 26 年   月   日 

(ふりがな) 

会社名 

団体名 

(ふりがな) 

 

連絡先 

住 所 
〒 

 

氏 名  

TEL  

FAX  

E-mail  

参加者 

氏 名 所属・役職名 

参加項目（○印を記入してください） 

特別講演 懇親会 技術発表 

全日程 6,000円 or8,000円 

     

     

     

     

     

参加者 

合 計 
計     名 

人数内訳  名 名 名 

参加料 

6,000×    名 

(8,000) 

1,500×    名 

(2,000) 

合計金額 円 

参加費振込予定日 年  月  日 振込名義（カタカナ） 

 

参加申込締切  平成 26年 9月 19日（金） 

参加費振込先  中国銀行 県庁支店（店番 107）普通預金  №１４１７５７４ 

                   シャ）ニッカンキョウ チュウゴク・シコクシブ 

口座名義 (一社)日本環境測定分析協会 中国・四国支部 

 

ＦＡＸ：０８３６－２１－２２４４   
E-mail：jemca-c@chu-sui.co.jp 


