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2019 年度 第 27 回 日環協・環境セミナー全国大会 in くまもと 

～ 令和元年、火の国から次世代へ～ 

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 

九州支部 

日環協・環境セミナー全国大会 in くまもと 

実行委員長 中田 憲一 

 

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、本年度は九州支部が担当し、

下記のとおり熊本県熊本市で開催することとなりまし

た。 

今回のセミナーでは、「令和元年、火の国から次世

代へ」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 

2019年10月17日（木）、18日（金） 

２．会  場 

ホテルメルパルク熊本 

〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町 14-1 

https://www.mielparque.jp/kumamoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）特別講演、企業展示、技術発表等 

ホテルメルパルク熊本 ２階及び３階 

２）懇親会 

ホテルメルパルク熊本 ３階  

３．日  程（時間は予定） 

１日目（10 月 17 日 木曜日） 

11：30～ 受付 

12：00～18：30 カタログ・分析機器展示 

         （２F 白川） 

13：00～ 開会セレモニー 

13：30～ 特別講演（３F 阿蘇） 

特別講演 1（13:30～14:30） 

環境省 水・大気環境局大気環境課長 

神谷 洋一 氏 

「大気環境行政の動向」 

特別講演 2（14:30～15:30） 

日環協 会長      松村 徹 氏 

「(仮題)日環協とこれからの環境計量証明事業」 

      ===30 分間休憩=== 

特別講演 3（16:00～17:00） 

環境省国立水俣病研究センター主席研究員 

坂本 峰至 氏 

「水俣病の疫学と水銀の環境保健研究」 

17：30        閉会の辞  

18：30～20：30  懇親会（３F阿蘇） 

20：30～      中堅・若手交流会 

                 (1F レストラン[パール]) 
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２日目（10 月 18 日 金曜日） 

9：00～10：30   技術発表会 

10：30～10：50   休憩 

10：50～12：20   技術発表会 

3 会場（中岳・烏帽子・杵島岳）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。 

12：30～13：30  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（中岳・烏帽子・杵島

岳）に分かれて開催いたします。 

8：20～13：30   カタログ・分析機器展示 

    技術発表の休憩時間中は、カタログ・分析機

器展示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) 参加申込み期間  

開始：2019 年 7 月 1 日(月) 

締切：2019 年 9 月 27 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/ 

 

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」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、メールにてご応募ください。折返

しご応募の確認をメールでご連絡致します。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 

・国際協力における環境分析の活用 

・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
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します。発表要旨は、ＰＤＦデータにて事務局に

メール添付でご提出ください。 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜要旨集・レイアウト＞ＰＤＦデータにて提出 

 

(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) 応募期限と申込先 

期限：2019 年 8 月 9 日（金） 

申込先 

E-mail: jemca@kan-tec.co.jp 

(5) 原稿の提出期限 

2019 年 9 月 13 日（金） 

ＰＤＦデータをメールで、大会事務局へお送りく

ださい。 

(6) 原稿提出先 

（株）環境テクノス内実行委員会事務局 

 井野 達人（いの たつと） 

TEL： 093-883-0150  FAX：093-883-0701 

E-mail: jemca@kan-tec.co.jp 

4.3 中堅・若手交流会 

懇親会終了後に、ホテルメルパルク熊本１Fのレ

ストラン「パール」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） 

開始：2019 年 7 月 1 日(月) 

締切：2019 年 9 月 27 日(金) 

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：jemca@kantec.co.jp 

問合せ先 

TEL： 093-883-0150  FAX：093-883-0701 

E-mail: jemca@kan-tec.co.jp 

4.4 機器・カタログ展示 

 約 30社の環境測定分析機器関係メーカの皆様の展示

が行われます。 

 なお、展示会場ではスタンプラリーを開催します。 

4.5 その他 

・エクスカーション 

 熊本市内近隣で熊本の観光を予定しています。 

 参加費等、未定 

・懇親コルフココペ 

 10 月 19 日（土）熊本高遊原カントリークラブにて開

催いたしますので、奮ってご参加ください。 

 募集人数：20 名 

 参加費 ：20,000 円（税込） 予定 

 お問合せ：(株)再春館安心安全研究所 

長野 勝己（ながの かつみ） 

     TEL:096-385-1222 

   e-mail：k.nagano@anshin-saishunkan.co.jp 

 

５.参加費振込先 

［振込先］＊振込手数料は申込者がご負担下さい。 

    ﾁｸﾎｳｷﾞﾝｺｳ  ﾋｶﾞｼｱｲｶﾜｼﾃﾝ 

   筑邦銀行 東合川支店（支店番号 １０７） 

普通 ３１０３８０８ 

    一般社団法人日本環境測定分析協会 九州

支部長 中田憲一 

シャ）ニホンカンキョウソクテイブンセキキ

ョウカイ キュウシュウシブチョウ ナカタ

ケンイチ 

  

 

表題 上下左右余白　20mm

（ゴシック文字14P）

○発表者、共同研究者 A4用紙

４ページ以内

本文

明朝12P　１段組
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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 くまもとは、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 くまも

と 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_top/analysisperson_rule/ 

７.宿泊について 

ホテル所在地の通町筋周辺に多くのホテルがあり

ますので各自で、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 27 回日環協・環境セミナー in くまもと 

実行委員会事務局 

〒804-0003 

北九州市戸畑区中原新町2番4号 

一般社団法人日本環境測定分析協会 

        九州支部 事務局 

井野 達人 

TEL 093-883-0150 

E-mail: jemca@kan-tec.co.jp 

 

 


