日本土壌肥料学会 2017 年度仙台大会のお知らせ（第 3 回）
１．日程および会場
1）一般講演
2) 高校生ポスター発表会
3）シンポジウム
4）授賞式・記念講演会等
5）懇親会
6）エクスカーション

9 月 5 日（火）～7 日（木）
東北大学青葉山新キャンパス
9 月 5 日（火）16:00～
東北大学青葉山新キャンパス
9 月 6 日（水）～7 日（木）
東北大学青葉山新キャンパス
9 月 6 日（水）13:30～17:30
東北大学百周年記念会館（川内萩ホール）
9 月 6 日（水）18:30～20:30
ホテルメトロポリタン仙台
9 月 8 日（金）9:00～
「閖上・山元方面視察コース」

２．大会参加登録、研究発表申込、講演要旨集および懇親会の事前申込
事前参加登録の受付は終了しました。まだ登録を済ませていない方は，当日会場にて手
続きをお願いいたします。支払いを完了された方には，予め参加登録票（名札）
，懇親会参
加券，講演要旨集引換券を郵送いたしますので，当日必ずご持参下さい。なお，期日まで
に入金が確認できなかった場合には，当日新たに登録とお支払いをお願いすることになり
ますのでご了承下さい。
３．大会会場受付のご案内
9 月 5 日（火）は、8:00 より東北大学青葉山新キャンパス・青葉山コモンズ 東側出入り
口付近で行います。9 月 6 日（水）
・7 日（木）は、8:30 より同じ場所で行います。
４. 学会賞授賞式・記念講演等のご案内
9 月 6 日（水）13:30 より東北大学百周年記念会館（川内萩ホール）において開催しま
す。
５. 懇親会のご案内
9 月 6 日（水）18:30 よりホテルメトロポリタン仙台において開催します。
６．口頭発表について
1) 発表に使用するパソコン（PC）の選択について
仙台大会では発表申し込み時に、発表ファイルを CD-ROM で提出し会場設置の PC を
使用する方法と、ご自身で持ち込みになった PC を使用する方法のいずれかを選択いただ
きました。選択した方法の変更を希望される場合は、事前に大会運営準備室まで E-mail
（アドレス: jssspn2017@th.jtb.jp）にてお知らせください。
2) 発表ファイルの受付・持ち込み PC の接続・試写

【会場設置の PC を使用される方へ】
① 発表ファイルの作成について
講演会場に設置する PC の OS は Windows 7、アプリケーションは PowerPoint 2013
です。この環境で正常に動作するよう発表ファイルを作成ください。Macintosh で作成
した発表ファイルは正常に映写できない場合があります。発表ファイルは CD-ROM でお
持ち下さい。コンピュータウイルスの拡散防止のため、USB フラッシュメモリでの提出
は受付できません。
② 発表ファイルの受付
受付は各講演会場にて 8:30 から発表直前の休憩時間までの講演が行われていない時間
帯とします。2 日目以降の発表については、前日、前々日にも受け付けます。発表終了後
のファイルについては、大会運営委員会が責任を持って PC から削除します。ファイル名
は、
「講演番号_発表者名.pptx」
（例：3-2-1_仙台太郎.pptx）としてください。シンポジ
ウム講演者は、ファイル名を「シンポ番号_発表者名.pptx」
（例：シンポ 1_仙台太
郎.pptx）として下さい。試写室（青葉山コモンズ 2F）にファイル確認用のコンピュータ
およびプロジェクターを設置しますので、提出前に動作確認をしてください。その後、各
講演会場の会場係に CD-ROM を渡して下さい。会場係が PC に発表データをコピーし
CD-ROM はその場で返却します。
受賞講演の講演者の方は，大会受付に CD-ROM を渡してください（随時受け付けま
す）
。発表データをコピーし CD-ROM はその場で返却します。
【持ち込みの PC を使用される方へ】
発表に先立ち、試写室（青葉山コモンズ 2F）で、持ち込み PC とプロジェクターの接
続に問題がないことをご確認の上、発表時に各会場備え付けのアナログ RGB（D-Sub15
ピン）ケーブルで PC をプロジェクターに接続してください。
3) 発表持ち時間
口頭発表は講演 10 分・質疑（交代を含む）5 分の計 15 分です。時間厳守でお願い
します。発表ファイルの提出が所定時間内に行われなかった場合にはファイルコピーのた
めの時間を、持ち込み PC を使用して接続等に手間取った場合はその時間を発表持ち時間
に含めることを予めご了承ください。PC の操作は、発表者または共同研究者に操作して
いただきます。
7. ポスター発表について
1) ポスターの貼り付けと取り外し
ポスターの貼り付けは、9 月 5 日（火）8:00 から可能で、遅くても 5 日（火）15:00 ま
でにお願いします。貼り付け用のピンは会場に準備しています。ポスターの取り外しは、
9 月 7 日（木）13:00 までにお願いします。時間を過ぎても貼付されている場合は，運営
委員会側で破棄いたします。
2) PDF ファイルによる 1 分間紹介
ポスター発表者の方は、部門ごとに 9 月 5 日（火）午後の指定された時間帯に、1 枚の
PDF ファイルを用いた 1 分間研究紹介を PC プレゼンテーションにより行って頂きま
す。アプリケーションは Windows 版の Adobe Acrobat Reader を使用します。昨年度大
会とはファイル形式が異なりますのでご注意ください。PDF ファイルの様式は，図を参

考にファイルサイズが 1.0 MB 程度に収まるように作成ししてください。なお、原図を
PowerPoint で作成する場合は仙台大会ホームページにあるテンプレートをダウンロード
してご利用ください。
3) PDF ファイルの提出方法
1 分間紹介で使用する PDF ファイルは
P2-3-4 土壌・・・・・・・・の影響
8 月 10 日(木)までに仙台大会ホームペー
青葉花子・仙台太郎（東北大学）
ジ・演題登録からアップロードしてくださ
講演番号（24 pt）
，演題（24 pt）
，発表者（所属）
（16 pt）
い。
4) ポスターの大きさ
・研究概要を PDF ファイル（A4 サイズ横向き）１枚にまとめ
A0 版サイズ（幅 90cm、高さ 120cm）以
内で作成してください。
てください。
5) 発表コアタイム
・内容は自由です。
9 月 5 日（火）16:00～18:00 にコアタイ
・１演題につき交代時間を含めて１分です。
ムを設けます。ポスター発表番号が奇数の
方は 16:00～17:00、偶数の方は 17:00～
18:00 がコアタイムです。その時間には必ずポスターの前にお立ち下さい。
6) ポスター賞
優秀なポスター発表には、仙台大会運営委員会よりポスター賞を授与します。9 月 6 日
（水）18:30～ ホテルメトロポリタン仙台で行われる懇親会の会場にて表彰を行います。
８. 会場での食事について
会期中は以下の食堂が利用できます。いずれも大学生協による営業で、味・価格・メニ
ュー等に大きな違いはありません。
「みどり食堂」大会会場・青葉山コモンズ内
カフェテリア・麺 11:00～19:30
「けやきダイニング」青葉山東キャンパス内
カフェテリア・麺 10:00～19:30
（大会会場より徒歩 5 分、地下鉄東西線青葉山駅より徒歩 1 分）
「萩朋会館 食堂」宮城教育大学内
カフェテリア
11:30～13:30
（大会会場より徒歩 5 分）
みどり食堂は混雑が予想されますので、その緩和にご協力をお願いいたします。スマート
フォンをお持ちの方はマップ・ナビ機能で「けやきダイニング」または「萩朋会館」と検
索していただくとスムーズにアクセスできます。
また会期中の朝 9:30 まで、会場受付付近にて昼のお弁当の食券（前売り）販売を行います。
９. 関連情報など
関連する情報やお知らせの更新版を仙台大会ホームページ（http://jssspn2017.jp/）に掲
載しています。
１０. 保育室について
仙台大会では期間中保育室を設置しますが、お申込みは 7 月 24 日（月）で締め切りと
なりました。当日のお申込み受付は行っておりませんので、ご了承ください。
１１. 服装について

クールビズ（ノーネクタイ、上着着用なし等）で実施します。ご協力をお願いしま
す。
１２．エクスカーションについて
9 月 8 日（金）にエクスカーション（巡検）
「閖上・山元方面視察コース」を行う予定
ですが、お申込みは 8 月 2 日（水）で締め切りとなりました。当日のお申込み受付は行
っておりませんので、ご了承ください。
１３．大会運営委員会
委 員 長：南條正巳（東北大学）
事務局長：石田宏幸（東北大学）
会
計：宮尾光恵（東北大学）
運営委員：藤井弘志（土壌肥料学会東北支部長： 山形大学）
、泉 正範、伊藤豊彰、菅
野均志、小島創一、齋藤雅典、田島亮介、早川俊彦、前 忠彦、牧野 周、
南澤 究、山崎慎一、山谷知行（以上、東北大学）
、木村和彦、三枝正彦、
千葉克己（以上、宮城大学）
、阿部倫則、佐々木次郎、島 秀之、瀧 典明
（以上、宮城県）
事 務 局：日本土壌肥料学会 2017 年度仙台大会運営委員会事務局
〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 468-1
東北大学大学院農学研究科 植物栄養生理学分野
TEL: 022-757-4288・FAX：022-757-4289（石田宏幸）
E-mail：jssspn2017@grp.tohoku.ac.jp
１４．問い合わせ先
大会運営準備室： ㈱JTB 東北 地域交流・MICE 事業部内
〒980-0804 仙台市青葉区大町 1-4-1 明治安田生命仙台ビル 4F
TEL 022-263-6716 FAX 022-263-7481
E-mail：jssspn2017@th.jtb.jp（参加登録・演題登録・宿泊・協賛関連窓口）
１５．会場へのアクセス
■ 受付、一般講演、ポスター発表、ブース展示会場
東北大学青葉山新キャンパス、青葉山コモンズおよび災害科学国際研究所
仙台市青葉区荒巻字青葉 468-1
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/access/
※自家用車での来場はご遠慮ください（近隣にコインパーキング等もございません）
。
○ JR 仙台駅から：仙台市営地下鉄 東西線＜八木山動物公園行＞に乗車し「青葉山駅」
で下車、徒歩約 10 分。
○ 仙台空港から：仙台空港アクセス線に乗車し「JR 仙台駅」で下車。仙台市営地下鉄
東西線＜八木山動物公園行＞に乗り換え「青葉山駅」で下車、徒歩約 10 分。
■ 授賞式・記念講演会会場
東北大学百周年記念会館（川内萩ホール）
仙台市青葉区川内 40、Tel：022-795-3391

○ 東北大学青葉山新キャンパスから：仙台市営地下鉄 東西線「青葉山駅」で＜荒井行
＞に乗車し「国際センター駅」で下車、会場まで扇坂階段（80 段）経由で徒歩約 5 分。
（階段や坂道が苦手な方は手前の「川内駅」下車、川内北キャンパス内経由で徒歩約
7 分）
。
○ JR 仙台駅から：仙台市営地下鉄 東西線＜八木山動物公園行＞に乗車し「国際センタ
ー駅」で下車、会場まで扇坂階段（80 段）経由で徒歩約 5 分。
（階段や坂道が苦手な
方は一つ先の「川内駅」下車、川内北キャンパス内経由で徒歩約 7 分）
。
■ 懇親会会場
ホテルメトロポリタン仙台
http://sendai.metropolitan.jp/、Tel：022-268-2525
○ JR 仙台駅（西口）
、仙台市営地下鉄「仙台駅」に隣接（徒歩 1 分）
。
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