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平成 30 年度 第 26 回 日環協・環境セミナー全国大会 in Sendai 

～持続可能な社会に向けて～ 

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 

東北支部 

日環協・環境セミナー全国大会 in Sendai 

実行委員長 長岡 修一 

 

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃は、当協会の活動に格別のご支援ご指導を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、恒例となっております日環協・環境セミナー

全国大会につきまして、本年度は東北支部が担当し、

宮城県環境測定機関協議会の開催協力のもと、下記の

とおり宮城県仙台市で開催することとなりました。 

今回のセミナーでは、「持続可能な社会に向けて」を

テーマとして、会員の皆様へ有益な情報を提供したい

と考えております。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いただきますようご

案内申し上げます。 

記 

１．開催期日 

平成30年10月11日（木）、12日（金） 

２．会  場 

 １）特別講演、企業展示、技術発表等 

ホテルメトロポリタン仙台 3 階及び 4 階 

〒980-8477  

宮城県仙台市青葉区中央一丁目 1 番 1 号 

http://sendai.metropolitan.jp/  

新幹線でのアクセス：仙台駅正面の出口（西口）から歩道橋

（ペデストリアンデッキ）に出て左手にお進みください。 

飛行機でのアクセス：仙台空港より仙台空港アクセス鉄道で

仙台駅にお越しください。 

お車でのアクセス：仙台駅（西口）に向かってください。広

瀬通（西道路方面）から中央 2 丁目交差点を右折しバスプー

ルを通過後、すぐ左に当ホテル正面入口がございます。 

 ２）懇親会 

ホテルメトロポリタン仙台 4 階 千代東南 

３．日  程（時間は予定） 

第１日目（10 月 11 日 木曜日） 

11：30～ 受付 

13：00～ 開会セレモニー 

13：30～    特別講演 

特別講演 1（13:30～14:30） 

環境省 水環境課長 熊谷 和哉 氏 

「水環境行政の動向」(予定) 

特別講演 2（14:30～15:30） 

（一社）日本環境測定分析協会会長 松村 徹  

「ISO と(一社)日本環境測定分析協会」 

特別講演 3（16:00～17:00） 

    東北大学大学院教授 白鳥 寿一 氏 

「EU の政策から考えてみる資源とエネルギー」 

   緊急講演（17:00～17:30） 

    光科学イノベーションセンター理事長 

     東北大学教授 高田 昌樹 氏 

    「私たちの明日を守る東北放射光計画」 

 

   18：00～ 19:30  懇親会 

  （小野華那子 アルパライブ演奏や展示企業のプレゼン

等を予定しています。） 

20：00～     中堅・若手交流会 

12：00～18：00 カタログ・分析機器展示 

 

第２日目（10 月 12 日 金曜日） 

9：00～10：20 技術発表会 

10：20～10：40 休憩 
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10：40～12：20 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

発表を開催いたします。 

12：40～13：40 ランチョンセミナー 

美味しいお弁当（無料）を食べながら、環境

測定・分析に関する最新情報を入手できるラン

チョンセミナーを３会場（３Ｆ）で開催いたし

ます。 

 8：20～13：40  カタログ・分析機器展示 

    休憩時間には、ぜひ、カタログ・分析機器展

示（４Ｆ）に足をお運び下さい。スタンプラリ

ー抽選会とスタンプラリー賞品交換も予定して

います。 

 

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」（エクセルファイ

ル）を協会ホームページよりダウンロードいただ

き、必要事項をご入力の上、メールでお申込みく

ださい。折返し申込み確認をメールでご連絡致し

ます。また、当日の混雑を緩和させていただくた

め、参加費は申込み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 

   １）事前申込 

・ 会員：8,000 円/人 

2 日目の技術発表のみ 2,000 円 

・ 非会員：10,000 円/人 

2 日目の技術発表のみ 4,000 円 

・ 懇親会のみ：7,000 円/人 

  ※対象は、展示追加説明員 

   ・ 学生（学部生）:3,000 円/人 

              2 日目の技術発表のみ 1,000 円 

  ２）当日参加費 

    事前申込金額に 1,000 円加算されます。 

(2) 参加申込み締切り 平成 30 年 9月 21 日(金) 

   お振込み期限も、同日までとします。 

   ※お振込み期限までにお振込みが確認できない     

場合、当日参加扱いとなります。 

(3) 申込方法 

 日環協 HP より行ってください。 

   https://www.jemca.or.jp/2018/05/13773/ 

 

4.2 技術発表の募集 

募集を締め切りました。 

4.3 中堅・若手交流会 

懇親会終了後に、ホテルメトロポリタン仙台１F

ラウンジで中堅若手交流会を開催予定です。 

参加費 1,000 円(当日、会場にてお支払い下さい。) 

定 員：50 名（セミナー参加申込後に、別途、参

加申込要） 

参加申込方法：申込書(word) 

申込用紙をメール添付にて参加申込書を送付して

下さい。 

送付先：jemcasendai@tohoku-aep.co.jp 

問合せ先： 

（一財）宮城県公衆衛生協会 内 

実行委員会場チーム 

 松永 博幸（まつなが ひろゆき） 

TEL：022-771-4722 FAX：022-776-8835 

 

５.参加費振込先 

七十七銀行 新伝馬町支店 

  普通 ５５２５７５６ 

 一般社団法人 日環協東北支部 支部長 長岡修一 

（イッパンシャダンホウジン ニッカンキヨウ 

トウホクシブ シブチョウ ナガオカシュウイチ） 

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 Sendai 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 Sendai 

の２日間にわたる特別講演会及び技術発表会に参加

された場合には、「講習会の参加」として 10 点が付
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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」を参照して下さい。 

https://www.jemca.or.jp/capa_top/analysisperson_t

op/analysisperson_rule/ 

７.宿泊について 

仙台駅周辺に多くのホテルがありますが、当日は、

学会開催と重なり混雑が予想されます。 

各自で、お早めにご予約をお願いいたします。 

８．問い合わせ先 

本セミナーに関して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。 

 

第 26 回日環協・環境セミナー in Sendai 

実行委員会事務局 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町2丁目5-1 

一般社団法人日本環境測定分析協会 

          東北支部 事務局 

後藤 妙子 

TEL 022-263-0652  FAX 022-263-0653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: jemcasendai@tohoku-aep.co.jp 


