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2017 年度日本草地学会弘前大会のお知らせ
2017 年度日本草地学会弘前大会（第 63 回総会，第 73 回発表会）を下記の要領で開催いたします。多くの皆
様のご参加をお待ちしております。詳細について変更があった場合は随時大会ホームページ
（http://jsgs.chobi.net/jsgs2017/）に掲載いたしますので，更新情報にご注意ください。
大会までのスケジュール
1) 講演受付および講演要旨提出期間：
2017 年 1 月 6 日（金）から 1 月 27 日（金）
受付・要旨提出先：大会受付専用サイト
2) 小集会の申込み締切：2017 年 1 月 27 日（金）
大会用メールアドレス宛 jsgs2017@naro.affrc.go.jp
3) 参加事前申込（郵便振替）締切：
2017 年 2 月 24 日（金）
4) 託児室の利用希望締切：2017 年 2 月 17 日（金）
大会事務局メールアドレス宛
souti2017@hirosaki-u.ac.jp
1. 会場
弘前大学（3/20-3/22）
弘前大学 文京町地区 創立 50 周年記念会館（20 日），総合教育棟（21，22 日）
〒036-8560 青森県弘前市文京町 1
会場までの交通手段は以下の URL をご参照ください。
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access/campus_bunkyocho.html
2.

日程（時間等は変更される場合があります）
3 月 20 日（月）

3 月 21 日（火）

10：00－12：00

日本草地学会評議員会

13：00－13：30

若手会員の就職サポート

13：40－17：00

総会，学会賞授与式，受賞講演

18：00－

懇親会

8：00－

受付，ポスター展示，賛助会員展示

9：00－12：00

口頭発表（一般講演，シニア発表）

12：10－13：00 各種委員会
13：00－14：00 ポスター発表
14：00－15：00

口頭発表（一般講演）

15：00－17：00 企画シンポジウム
3 月 22 日（水）

8：30－

受付，ポスター展示，賛助会員展示

9：00－10：00 ポスター発表
10：00－15：30

口頭発表（一般講演）

10：00－12：00

口頭発表（若手賞発表）
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3.

12：10－13：00

各種委員会

15：30－17：30

小集会

講演申込，講演要旨の作成・提出
(1) 発表者は，年会費と参加費を納入した学会員に限ります。ただし，連名者はその限りではありません。
(2) 発表課題は，発表者 1 名につき 2 課題以内です。
(3) 発表方法は，口頭発表またはポスター発表とします。発表方法の希望は講演申込時に指定していただき
ますが，ご希望に添えないことがあることをご了承ください。発表方法は大会ホームページでご確認く
ださい。
(4) 講演申込は，インターネットでの自動受付で行います。大会ホームページより大会受付専用サイトにア
クセスして，受付を行って下さい。
申込受付期間は，2017 年 1 月 6 日～1 月 27 日です。1 月 27 日の 17 時に受付を終了します。
原則として大会受付専用サイトから行って下さい。また，受付は演題ごとに行って下さい。すなわち，2
演題の申し込みを行う場合は，別々に受付を行って下さい。講演要旨は，1 演題当たり A4（上下左右余白
25mm）で 1 枚です。大会受付専用サイトからフォーマットをダウンロードして作成することができます。
なお，一度受け付けた演題は変更できません。アップロード前に充分推敲して下さい。
問い合わせ先：jsgs2017@naro.affrc.go.jp

4.

一般講演について
(1) 講演時間は講演 12 分，質疑 3 分の合計 15 分です（第 1 鈴 10 分，第 2 鈴 12 分，第 3 鈴 14 分 30 秒）。
(2)「コンピュータ」による発表のみとし，
「スライド」あるいは「OHP」は使用できません。発表当日のコ
ンピュータの操作は発表者または共同研究者が行ってください。
(3) 講演資料は，PDF ファイルのみの受け付けとします。音声や動画ファイルは利用出来ません。ファイル
名を講演番号と講演者名（講演番号-氏名）で保存して，事前に大会運営委員会に送って下さい（詳細は，
大会ホームページに掲載します）
。
なお，PDF ファイルは送信前に必ずご自身で動作確認をお願いします。
(4) PDF ファイル受付後，2 日以内に大会事務局より電子メールアドレスに返信いたします。受領メールが
届かなかった場合は，souti2017@hirosaki-u.ac.jp までご連絡ください。
(5) PDF ファイルは，発表終了後に弘前大学の情報セキュリティポリシーに従い全て消去いたします。
(6) PDF ファイルの受付に関するお問い合わせは，souti2017@hirosaki-u.ac.jp までお願いいたします

5. シニア発表について
(1)シニア発表はシニア会員に限定せず，大会参加資格のあるすべての方を対象とし，名称を従来のシニア会
員発表からシニア発表に変更しました。
(2) 講演内容は，①広い視野に立った啓蒙的な内容、②一つの課題を深く掘り下げた内容，③特定分野の研
究情勢を紹介する内容、④その他，一般講演の範疇に入らないもの（新規の研究成果を含む必要はない）
等とします。
(3) シニア発表に関するお問い合わせは，jsgs2017@naro.affrc.go.jp、あるいは学会事務取扱所（FAX 03-

3893-3603）までお願いいたします。
6.

ポスターセッションについて
(1) 1 課題のポスターは縦 140cm×横 95cm に収まるように作成してください。
(2) ポスターの取り付けは，講演会初日（3 月 21 日）の午前 8 時から可能です。
(3) ポスター発表者は指定された発表時間帯（コアタイム）にポスターの前に待機し，説明してください。
座長が発表の確認を行います。
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大会参加申込み

7.

郵便振替による参加費の支払いをもって参加申込みとします。先に講演申込みをされた場合は，事前申込
締切りの 2 月 24 日（金）までに参加費の支払いをされないと，講演申込み完了となりませんのでご注意く
ださい。申込みは本号に綴じ込みの「日本草地学会大会事務局」宛の郵便振替用紙を使用し，通信欄に所定
の事項を記入して下さい。備え付けの振込用紙でも構いません。複数名分をまとめて振り込む場合は，氏名
等をそれぞれ記入して下さい。会員の方は ID 番号（学会誌送付封筒に記載）も記入して下さい。
(a)

大会参加費（講演要旨代を含む）
2 月 24 日まで

2 月 25 日以降

正会員

7,000 円

7,500 円

学生会員

4,000 円

4,500 円

ただし、シニア発表（口頭発表を伴わない）およびシニア交流会に限定して参加する場合は大会参加費
を徴収いたしません（講演要旨集は別途ご購入ください）。その際は、2 月 24 日（金）までに、

jsgs2017@naro.affrc.go.jp、あるいは学会事務取扱所（FAX 03-3893-3603）へお知らせください。
(b) 講演要旨集
当日会場で購入
3,000 円
(c)

大会後郵送
3,500 円

懇親会（できるだけ事前申込みでお願いします）
2 月 24 日まで

2 月 25 日以降

正会員

6,000 円

7,000 円

学生会員

4,000 円

5,000 円

郵便振替口座 00110-4-704566
口座名

日本草地学会大会事務局

優秀若手発表賞について

8.

本大会では，日本草地学会優秀若手発表賞（口頭発表）を設定します。本賞に関しては，大会ホームペー
ジに記載しています。エントリーを希望する者は，指定のエントリーシート（大会受付専用サイトよりダウ
ンロードして下さい）に記載の上，大会受付専用サイトでの講演申込時に登録して下さい。
懇親会

9.

3 月 20 日（月）18：00－20：00, 場所は，アートホテル弘前シティ（JR 弘前駅横）
，参加費は正会員 6,000
円または学生会員 4,000 円です（2 月 24 日まで）
。申込みは本号に綴じ込みの郵便振替用紙の通信欄に所定
の事項を記入し，大会参加費と合わせて郵便振替によりお支払いください。
10.

企画シンポジウム

本大会では企画シンポジウムを予定しています。各企画の詳細は大会ホームページに掲載いたします。
企画シンポジウム 1「多様な植生を活用した放牧家畜生産の展望と課題」
企画者：小倉振一郎（東北大学）・八代田真人（岐阜大学）・川村健介（国際農林水産業研究センター）
企画シンポジウム 2「草地・飼料作におる獣害被害」
（仮題）
企画者：塚田英晴（麻布大学）
企画シンポジウム 3「北の大地の低投入型酪農の可能性とその効果」（仮題）
企画者：小路敦（農研機構北海道農業研究センター）
企画シンポジウム 4「草地学におけるシステムモデルの研究」
（仮題）
企画者：塩見正衛（茨城大学）
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企画シンポジウム 5「植生をめぐる微生物の生態学」
企画者：菅原幸哉（農研機構畜産研究部門）
企画集会「周年親子放牧による高収益繁殖経営を目指して」
（仮題）
企画者：山本嘉人（農研機構畜産研究部門）
11.

小集会の申込み
小集会の開催を希望される方は，大会ホームページの案内に従って，2017 年 1 月 27 日（金）までに大会
専用 E メールアドレス（jsgs2017@naro.affrc.go.jp）にお申込みください。

12. 宿泊の案内
宿泊施設は大会事務局では斡旋いたしませんので，各自でご予約をお願いいたします。今回の大会では青
森県コンベンションセンターから助成金が交付されます。助成金の申請には参加者の宿泊ホテル名が必要とな
りますので，会場受付時にホテル名をお知らせください。
13.

連絡・問い合わせ：E メールまたは FAX でお願いします。

(1) 大会事務局（弘前大学）
：会場関係
〒036-8561 青森県弘前市文京町 3 番地
弘前大学農学生命科学部生物学科

杉山修一

大会事務局メールアドレス：souti2017@hirosaki-u.ac.jp
(2) 大会企画委員会・学会事務局：講演・プログラム関係
〒329－2793

栃木県那須塩原市千本松 768

農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門（畜産飼料作研究拠点）内
大会用メールアドレス：jsgs2017@naro.affrc.go.jp
14.

大会運営委員

運営委員長 杉山修一（弘前大学教授）
事務局長
15.

松崎正敏（弘前大学教授）

託児室の斡旋

大会期間中（3 月 20～22 日)，託児室を斡旋する予定です。詳細は大会ホームページにてお知らせします。
利用希望者は，2 月 17 日（金）までに大会事務局（souti2017@hirosaki-u.ac.jp）へメールでお申込みください。
日本草地学会誌別号（講演要旨集）における著作権の取扱いについて
日本草地学会誌に掲載された論文については，著者全員の合意に基づいて連絡著者が代表して著作物使用
権許諾書に署名の上，提出していただいており，日本草地学会誌投稿規程にも記載の通り，著作権は著者に
属し，日本草地学会はその独占使用権を有しております。大会における講演要旨集についても日本草地学会
誌における取扱いに準じることといたします。ただし講演要旨については，大会講演受付を行う専用サイト
（大会講演申込みフォーム）に設けました確認欄への同意をもって著作物使用権許諾書の署名に代えること
といたします。講演申込みの際に確認欄の内容を御確認ください。
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