日本温泉科学会第 72 回大会案内(第 3 報)
創立 80 周年記念台湾大会
今回の学会は 80 周年記念大会で，台湾で開催します．当初，台南の華南薬理大学での開催を予
定していましたが，経費等の関係で台中にある弘光科技大学にて開催することになりました．台
北の空港からも近くなり，移動時間も短くなるため，滞在期間を一日短縮することにしました．
ぎりぎりで開催場所を変更するなどの不手際がありましたので，参加申し込み期限を 8 月 10
日（土）に延長します．
パッケージツアーも考えておりますので，案がまとまり次第，日本温泉科学会のホームページ
に掲載します．こちらも御検討下さい．会場の具体的な場所等の情報もホームページに載せます．
講演発表者は台湾側も日本と同様に参加できるように配慮します．使用言語は日本語，中国語
または英語です．初めての海外大会であるので，日本温泉科学会の会員以外に同伴者の同行も歓
迎します．
主催：一般社団法人日本温泉科学会
共催：弘光科技大学，一般社団法人日本地球化学会
後援：公益財団法人 水と緑の惑星保全機構
台湾日本関係協会（申請中），日本台湾交流協会（申請中）

1. 会

期：2019（令和元）年 11 月 20 日（水）～25 日（月）

2．会 場：台中市 弘光科技大学
No. 1018 號, Section 6, Taiwan Boulevard, Shalu District, Taichung City, 台湾 433
TEL：+886 4 2631 8652
3．日 程：
8 月 10 日（土）：参加申込書・研究発表申込締め切り
9 月 2 日（月）：研究発表講演要旨締め切り
11 月 20 日（水）：会場準備等（大会運営委員会）
11 月 21 日（木）：理事会・理事台湾役員合同懇親会
15:30～17:00 理事会
18:00～20:00 理事・台湾役員合同懇親会
11 月 22 日（金）：一般講演（口頭・ポスター）
・各種委員会・会員報告会
09:00～
受 付（台中市弘光科技大学）
09:30～09:35 開 会
09:35～12:00 一般講演
12:00～13:30 昼食休憩・各種委員会
13:30～14:30 ポスターセッションコアタイム
14:30～16:00 一般講演
16:00～17:30 会員報告会（旧総会）
11 月 23 日（土）：一般講演・特別講演・各種委員会・温泉分析法研究会
09:00～12:00 一般講演
12:00～13:30 昼食休憩・各種委員会・温泉分析法研究会
13:15～17:00 特別講演
17:40～17:50 写真撮影
18:00～20:00 懇親会
11 月 24 日（日）：一般講演・台中市内エクスカーション

09:00～12:00 一般講演
12:00～12:10 閉 会
13:00～16:00 台中市内エクスカーション
16:00～17:30 苗栗縣泰安温泉到着（錦水温泉飯店泊）
11 月 25 日（月）：エクスカーション及び移動
苗栗縣泰安温泉・少数民族村等見学→台北松山空港→羽田空港等
＊第 72 回大会案内の全文は，学会のホームページに掲載されます．一般講演申込書，講演要旨書
式，参加申込書はホームページよりダウンロードできます．

4．主な内容
1)
公開特別講演
講師予定：
由佐悠紀（別府温泉地球博物館）「日本温泉科学会の 80 年」
加藤尚之（東邦大学）
・原口浩幸・森中りえか（㈱ファスマック）
「レジオネラ属菌問題と対策」
大塚吉則（札幌国際大学）「日本の温泉医学」
小豆川勝見（東京大学）
「放射能・水・温泉」
台湾関係者（予定）
2)
一般講演
申し込み時に希望セッション番号をご記入下さい．セッション番号は以下の通りです．
1：温泉化学，2：地球科学（水文・湧出機構を含む），3：温泉工学（温泉利用・メンテナン
スを含む），4：生物・生態，5：医療分野，6：温泉分析， 7：人文科学系（地域振興・法律
など）
○口頭発表
口頭発表は，講演 12 分，質疑 3 分で行います．発表者は直前の発表者が講演を始める前に，
次発表者席に着席して下さい．Power Point の進行は発表者自身が行って下さい．
Power Point 用のパソコン（Windows）は事務局が用意します．
発表用データは CD もしくは USB メモリにコピーし，該当するセッションの開始前までに
受付にお渡し下さい．
※各自持ち込みによるパソコンの利用にも対応しますので，ご希望の方は備考欄にその旨を
ご記入下さい．パソコン切り替え機を使用予定です．
(4 台まで可能)．
○ポスター発表
申し込み時に希望セッション番号をご記入下さい．ポスターはパネル（幅約 90cm，高さ約
150cm，縦置き）を使用しますが，設置用ピンやテープは大会事務局で用意します．ポスタ
ーは 11 月 22 日（金）12 時までに掲示して下さい．コアタイム終了後は，11 月 23 日（土）
12 時までに各自で撤収して下さい．
5．研究発表申し込み
1)一般講演希望者は，一般講演申込書にご記入の上，8 月 10 日（土）までに大会事務局まで，
ファックスか同様の内容を電子メールで申し込んで下さい．発表者が連名の場合には，発表者
氏名の前に○印をつけ，演者だけが申し込んで下さい．
講演申し込み時には，
「1．口頭，2．ポスター，3．どちらでも」のいずれかを〇で囲み，さら
に希望セッションに○をつけて下さい．なお，プログラム編成上，セッションを変更する場合
があります．その場合，前もってお知らせしますので，ご了承下さい．

2)講演申込者は，原稿書式にしたがって講演要旨を作成し，9 月 2 日（月）までに大会事務局
へ電子メールでお送り下さい．書式は PDF 形式でお願いします．学会ホームページにワード
のテンプレートを載せますのでご利用下さい．原稿はそのまま B5 版に縮小し，講演要旨集と
してオフセット印刷します．1 演題 1～2 ページとします．
3)講演申し込み，講演要旨原稿などの問い合わせ先は下記の通りです．
167-0032 東京都杉並区天沼 3－32－21
㈱国際温泉研究院
日本温泉科学会第 72 回大会事務局
E-mail：PXP07656@nifty.com
FAX/TEL：03-6326-4600
（大会事務局への連絡は，できるだけ「e-mail」でお願いします．）
6．大会参加申し込み
大会参加申込書に必要事項をご記入の上，8 月 10 日（土）までに大会事務局まで，ファックス
か同様の内容を電子メールで送って下さい．大会参加申し込みと同時に指定口座への費用をお
振込下さい．各費用は下記の通りです．
大会参加費：学会会員（通常会員，名誉会員，賛助会員）7,000 円，非会員 7,000 円（講演要
旨集代別途 2,000 円），学生会員 3,500 円，学会会員の同伴者 3,500 円．
懇親会費：学会会員・同伴者 6,000 円，学生会員 3,000 円
エクスカーション参加費：20,000 円 （最少催行人数 10 名）
（温泉地での一泊の宿泊費を含みますが，バスの関係で翌日台北松山空港に移動することにな
ります）
振込先：
ゆうちょ銀行からの送金：
店名：大森西六
口座記号番号：00100－7－ 768006 番
口座名義（漢字）：日本温泉科学会第７２回大会
口座名義（カナ）：ニホンオンセンカガクカイダイナナジュウニカイタイカイ）
ゆうちょ銀行以外の金融機関からの送金：
店名（店番）
：〇一九（ゼロイチキュウ）店（０１９）
預金種目：当座
口座番号：0768006
7．懇親会
日時：11 月 23 日（土）18:00～20:00
会場：弘光科技大学内会場
8．エクスカーション
概略のコースは以下の通りですが，多少変更になる場合もあります．
泰安温泉錦水館に宿泊の翌日に周辺の少数民族村などを見学する予定です．
9．会期中の宿泊
市内に指定ホテルを予定しております．台中市には多数のホテルや旅館がありますので，イ
ンターネットなどを通して，参加者各自で予約することも可能です．今回は海外での大会開催
であるため，宿泊も含めたツアーを検討しています．その正確な費用はまだ算出できていませ
んが，日本－台湾の往復と現地での宿泊を含んで 13 万円程度を想定しています．エクスカー
ション費用は別途掛かります．この件は日本温泉科学会のホームページを随時チェック下さい．
ご希望の方は，できるだけ E-mail で，大会事務局にお問合せ下さい．

10．交通案内
1）羽田国際空港－台北松山空港
学会企画のツアー参加者は以下の航空便を予定しています．
往路：BR189 羽田国際空港‐台北松山国際空港(10:35－13:30)
復路：BR190 台北松山国際空港‐羽田国際空港(16:05－19:55)
学会企画のツアー参加者は台北の空港からバスで台中のホテルまで移動できます．
個人での移動の会員は台湾新幹線（＝台灣高鐵 Taiwan High Speed Rail）での移動となりま
す．台北駅から台中駅に移動し，ホテルまではタクシーないし路線バスでの移動してください．
詳しい情報は随時ホームページに掲載します．
2) 会場の弘光科技大学は台中市の中心から 12km ほど離れています．
3) 市内の指定ホテルから会場まではシャトルバスを用意します．
11．講演申込・講演要旨等
参加申込書，一般講演申込書，講演要旨書式は学会ウェブサイトから MS Word ファイルがダ
ウンロードできます．

