
平成27年度日本貝類学会大会（北海道）のご案内 ② 
先日、ちりぼたんおよび学会ホームページで「平成２７年度大会のご案内」についてお知

らせしました。本状は第２回目として、各種申込み期日と費用についてお知らせいたしま

す。過去の案内・最新情報につきましては引き続き日本貝類学会、蘭越町、蘭越町貝の館

WEB にてご覧なれます。 

● 大会日・会場 
大 会 日： 平成 27（2015）年 5 月 22 日（金）〜 24 日（日） 

大会会場： 蘭越町山村開発センター (電話: 0136-57-5286) 

北海道磯谷郡蘭越町蘭越町２５８番地 

●  大会日程 (23日・24日の日程は、エントリー数により、多少前後します) 
※「貝の館ツ

アー」に参加す

る場合、昼食

は、送迎バス内

でお願いいた 

します。 

 

 
 

● 大会参加・研究発表・若手の会・送迎バス申込み (別紙参加申込書記入) 
別紙参加申込書に必要事項をご記入のうえ、ファックス、メイルまたは郵送で下記実行

委員会にお送りください。メイルの場合、件名を「貝類学会大会申込み」としてください。 
 

 

★研究発表・要旨締切: ４月１７日 (金) 必着  

(参加は４月１７日以降も受付けます) 

★若手の会締切: ４月１７日 (金) 必着 (参加者には、後日詳細を連絡いたします) 

★送迎バス締切: ４月２４日 (金) 必着  

(人数を把握する必要がありますので、期日までにお申し込みください) 
 

郵送: 〒048-1392 蘭越町 258 番地 5 蘭越町総務課 

平成２７年度日本貝類学会大会実行委員会 宛 

FAX: 0136-57-5112  メイル: msjhokkaido@hotmail.com 
 

● 送迎バス日程・申し込み (締切 4月24日) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

５月２２日 (金) ５月２３日（土） ５月２４日（日） 

18:00～    

ふれあいの郷と

みおか (コテー

ジ) にて若手の

会開催 (別紙参照) 

10:15～    受付開始 08:15～    受付開始

11:00〜12:15 研究発表 09:00〜10:45 研究発表

12:15～13:15  昼休み 10:45～11:45  総会 

13:15～18:00  研究発表 総会終了後～13:00 貝の館ツアー

18:30〜20:30 懇親会 
(会場から約 800m 先の町民センター)

13:00～14:00  普及講演会

14:00〜15:00 研究発表

22 日

(金) 

15:00 新千歳空港発 
(１階７番バス乗り場集合) 

17:00～18:00 
各宿泊施設・会場着 

23 日

(土) 

各宿泊施設から会場 10:30 会場着 

10:00 新千歳空港発 12:00 会場着 (※午前の大会参加不可)

懇親会終了後、懇親会場から各宿泊施設へ送迎 

24 日

(日) 

各宿泊施設から会場 08:30 会場着 

総会終了後 貝の館バスツアー (普及講演会まで大会会場に戻る) 

15:00 会場発 17:30 新千歳空港着 

16:00 会場発、各宿泊施設へ送迎 

25 日

(月) 

各宿泊施設から送迎 
(バス 2 便運行) 

12:30 ①札幌駅着 
12:30 ②新千歳空港着 

 
７つの温泉郷と 

お米、清流日本一

「尻別川」のまち 

研究発表要旨
大会参加費早期割締切

4月17日 (金)

無料送迎バス
昼食弁当締切
4月24日 (金)

大会日 5月22日 (金)
23 (土)・24日(日)

★大会までの 
各種締切日★ 

参加申し

込 み 先 

 
※受理後、返信メイル 

を送信いたします。 



● 昼食 (締切 4月24日) 
予約制で大会 1日・2日目の昼食弁当・お茶を 600 円で用意します。

大会会場から約 500 m 以内にコンビニ２店舗、街の茶屋 (釜飯・おに

ぎり等) があります (右図)。コンビニで各自購入し、大会会場の休 

憩室で飲食することも可能です。 
 

● 大会参加費・昼食費 (若手の会は参加費無料ですが、別途宿泊費がかかります) 
大会参加費と懇親会費は早期

申込み・入金で割引になります

（右表）。入金は、同封の振込用

紙をご利用願います。郵便局の

用紙利用の場合は、参加者氏名、

参加区分（一般・学生）、住所、

電話番号、参加費内訳を通信欄 

にご記入ください。 
 

郵便振替口座: 02750-3-47936 口座名称: 日本貝類学会平成 27 年度大会実行委員会 

他銀行から振込みの場合: ゆうちょ銀行 二七九 (ニナナキユウ) 支店 当座 0047936 
 

 

※恐れ入りますが、振込手数料をご負担願います。学生は博士後期課程在籍までとします。 

● 研究発表・学生賞申込み (締切 4月 17日: 研究発表は平成 27年度分の会費を納入した会員に限ります) 
発表形態は「口頭発表」と「ポスター発表」、代表演者の発表上限は両者各 1 題、合計

2 題、1 名以上の平成 27 年度学会費納入会員が含まれることとします。発表の日時は指定

できません。プログラム調整関係で発表形態の変更もしくは発表を 2 題希望されても 1 題

でお願いする場合がありますので、あらかじめご承知ください。学生賞も設けていますの

で、学生 (博士後期課程在籍まで) の方のエントリー有無の記述もお願いします。 

★ポスター発表のパネルサイズ： 横 90 cm×高さ 180 cm（画鋲止め） 

★口頭発表で使用できる機器類： PowerPoint2013 (win7)、DVD 

PowerPoint のデータは USB メモリ等にコピーして当日ご持参のうえ、受付時にお渡し

ください。口頭発表時間は、質疑応答を含め 1題 15 分とします。動画を使用する場合

は、受付時に動作確認いたします。受け取ったデータは、大会終了後、消去いたします。

ご不明の点があれば、実行委員会までお問い合わせください。 

● 講演要旨の送付 (締切 4月17日: msjhokkaido@hotmail.comまで) 
研究発表をお申込みいただくとともに、講演要旨の電子ファイルを４月 17 日 （必着） 

までに実行委員会宛にお送りください。要旨のレイアウトは実行委員会で統一します。 
 

講演要旨作成要領： 1 行目に講演演題、2行目に講演者氏名・所属（複数名での

連名発表の場合は演者氏名の右肩に○印）、3行目以降に本文、 下行に「氏名：

演題」を英文で記入してください。本文は全角 800 字以内とします。学名表記で

必要なものは斜字体を指定してください。 

上記要領に沿った要旨を MS-Word またはリッチテキスト形式で保存し、ファイル名を

「貝類学会要旨_氏名」として実行委員会宛へメイル添付でお送りください。 
 

● 平成27年度大会に関する問い合わせ 
平成 27 年度大会実行委員長 山崎友資 
住  所: 〒048-1392 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町 258 番地 5 蘭越町総務課、 
電  話: 0136-57-5111 (代表)、Email: yamazaki_tomoyasu@town.rankoshi.lg.jp、 
W E B: http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/msj2015/ 

 
４月１７日までの入金 ４月１７日以降の入金

一般 学生 一般 学生 

大会 

参加費
3,000 円 1,000 円 3,500 円 1,500 円 

懇親 

会費 
4,000 円 3,000 円 4,500 円 3,500 円 

弁当 5/23・5/24 各 600 円 

◎蘭越町役場
★大会会場

●
●セイコーマート

●街の茶屋

５
ローソン

至札幌

至函館


