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◇本会・他学会水環境関連行事一覧◇

開催期日 行事 開催地 案内記事
掲載巻号

2016年

4月 22日（金） 国際紫外線協会シンポジウム「持続可能な水利用へ向けた紫
外線技術の革新」

東京 本号

25日（月） The 2nd Asian Symposium on Water Reuse―第 2 回アジ
ア水再利用シンポジウム―

京都 本号

5 月 10日（火） 第 3回初歩からの化学工学数学演習講座 名古屋 本号
12日（木）～13日（金） 第 4回初歩からの化学工学概論・演習講座 名古屋 本号
13日（金） 第29回環境工学連合講演会 東京 本号

25日（水） シンポジウム「臨床環境技術の基礎と社会実装」 東京 本号
28日（土）～29日（日） 第18回マリンバイオテクノロジー学会大会 北海道 39巻 2 号
30日（月） 2016年度日本水環境学会東北支部総会・講演会・見学会 仙台 本号

6月 8日（水） 日本水環境学会第36回通常総会 東京 本号

22日（水）～24日（金） IWA Particle Separation 2016 Advances in particle science 
and separation: meeting tomorrow’s challenges

ノルウェー 本号

23日（木）～24日（金） 第22回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 京都 本号

23日（木）～24日（金） 第14回上下水道膜セミナーおよび膜ろ過施設見学会 北海道 本号
29日（水）～
　　　 7 月 1 日（金）

第26回環境工学総合シンポジウム2016 金沢 39巻 1 号

29日（水）～
　　　 7 月 1 日（金）

第40回基礎化学工学演習講座（第 1コース） 名古屋 本号

7 月 6 日（水）～ 8日（金） 第40回基礎化学工学演習講座（第 2コース） 名古屋 本号
15日（金） 第13回分離プロセス基礎講座「固液分離工学―基礎と応用―」 名古屋 本号
29日（金）～30日 (土 ) 第38回京都大学環境衛生工学研究会シンポジウム 京都 本号

8 月 5 日（金） 第25回市民セミナー 東京・大阪

22日（月）～27日（土） EMECS 11 ‒ SeaCoasts XXVIジョイント会議 ロシア 38巻12号
27日（土）～28日（日） WET 2016（Water and Environment Technology Conference 2016） 東京 本号

9月 13日（火）～14日（水） 第19回日本水環境学会シンポジウム 秋田

13日（火）～16日（金） 第 5回国際食品・環境ウイルス学会 群馬 39巻 2 号
10月 9 日（日）～13日（木） IWA World Water Congress & Exhibition 2016 ブリスベン 本号
11月 7 日（月）～11日（金） 第16回世界湖沼会議（WLC16：BALI）―湖沼生態系の健全

性と回復力：生物多様性と種の絶滅の危機―
インドネシア 本号

2017年

3月 15日（水）～17日（金） 第51回日本水環境学会年会 熊本

9月 11日（月）～13日（水） IWA‒ASPIRE 2017 マレーシア
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水環境学会誌原著論文編『高速審査月間』のお知らせ
　水環境学会誌原著論文編（以下，和文誌）では昨年に引き続き2016年 3月～ 5月の 3ヶ月間を『高速審査月間』と
銘打って，学会員の皆様からの論文投稿を広く募集いたします。
　現在，和文誌は投稿から平均して35日で 1回目の査読結果が通知され，最短 2ヶ月で受理されています。『高速審査
月間』では体制を強化し，遅滞ない査読を行い，投稿受付完了から1ヶ月以内に1回目の査読結果をお返しいたします。
　日頃，研究活動に勤しんでおられる学会員の皆様に，各種プロジェクトの報告書作成に向けて，あるいは学位取得
に向けて，スケジュールが組みやすく魅力的なサービスになるのではないかと考えております。また，3月の年会で
ご発表いただいた内容をブラッシュアップし，広く学会員の皆様に成果を還元していただく上でも無理のないスケジ
ュールになっているものと考えております。ぜひ，この機会をご活用いただき，貴重なご研究の成果を水環境学会誌
でご発表ください。
　3月の年会では毎回ご好評をいただいております「研究論文書き方セミナー」の第 4回も企画しております。あわ
せてご活用ください。
 編集委員長　小野　芳朗

平成 28年度学生会員の募集について
　本会では，ただ今平成 28 年度学生会員を募集しております。入会ご希望の方は下記によりお申し込みください。
申込方法　本会ホームページ（http://www.jswe.or.jp/joining/index.html）からお申し込みください。
学生会員制度の概要
（1）会員資格
　大学生，大学院生，研究生等で，セミナー・講演会・年会・シンポジウムへの参加を目的とするもの。会員の有効
期間は平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日まで。なお，本年 3月の時点で学生会員であった方でも，3月 31 日
で会員資格が失効しています。継続希望の方は，再度，入会申し込みが必要です。学生会員の会員番号の最初の 2桁
は会員資格の年度（西暦 2ケタ）を示します。
（2）会費および支払い方法
　年間 5,200 円。支払いはお申し込みと同時に行ってください（入金確認後，入会の承認手続きを経た後に正式な会
員番号をお知らせします）。
（3）機関誌
　平成 28 年度から，学生会員への学会誌の無償配布は無くなり，希望者に頒布することとなりました。学会誌をご
希望の学生会員は，入会時に学会事務局（member@jswe.or.jp）に希望送付先を連絡の上，学生会員用の学会誌代
3,600 円をご入金ください。ご入金が確認された月以降の学会誌が送付されます（バックナンバーの送付はありませ
ん）。入会時以降の頒布希望の変更は受け付けられません。入会申込・入金時期によっては，会誌が在庫切れとなる
こともありますのでご了承ください。

会員登録データ変更の届け出について（お願い）
　住所，所属変更等，本会に登録されているデータに変更のあった場合には，ホームページの会員専用ページ（https://
www.jswe.or.jp/member/）よりご登録の変更をお願い申し上げます。メールアドレスの登録がない方，登録アドレ
スを忘れた方は，メール（member@jswe.or.jp）またはFaxにてお問い合わせください。お電話での変更のご連絡は
受け付けません。会員は年度毎（4月→ 3月）の扱いで，原則として中途退会はできませんのでご注意ください。
　また平成 25 年度より特別正会員制度も新設されています。この制度は，満 65 歳以上で，水環境関連分野に従事，
または関心を有し，本会に対し功労のあった個人を対象とするもので，学会コミュニティにおいて，継続的に知識や
経験を活かした活動に取り組んでいただくために設けられたものです。資格要件など詳細は本会WEBサイト（http://
www.jswe.or.jp/joining/index.html）をご覧ください。
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本会関連行事

第 36 回通常総会のお知らせ

　下記の通り第36回通常総会を開催いたします。会員各
位のご参加を賜りますようお願い申し上げます。また，
総会にあわせて受賞者講演および特別講演を企画してお
りますので，奮ってご参加ください。
　なお，総会は正会員現在数の過半数のご出席がなけれ
ば議事を開くことができません。ご出席いただけない場
合には，必ず委任の手続きをおとりくださいますようお
願い申し上げます。学会ホームページの会員専用ページ
内の総会出欠登録ページにて，総会への出欠の連絡およ
び議事の委任に関しての手続きをお願い申し上げます（総
会出欠登録ページ開設期間は 5月 13日（金）～6月 7日
（火）の予定）。学会ホームページからのお手続きがどう
しても難しい場合には，5月 26日（木）までにその旨を
事務局（電話 03-3632-5351，メール info@jswe.or.jp）へ
ご連絡下さい。出欠連絡および委任に関する紙面による
回答票をお送りいたします。

記
日　時 2016 年 6月 8日（水）13：00～17：00（予定，た

だし表彰式，受賞者講演および特別講演を含む）
場　所 きゅりあん（品川区立総合区民会館）6階大会

議室（東京都品川区東大井 5-18-1　Tel．
03-5479-4100/JR 京浜東北線・東急大井町線・
りんかい線「大井町」駅徒歩 1分）

 http://www.shinagawa-culture.or.jp/hp/page
000000300/hpg000000268.htm

プログラム（案）
　・総会
　・表彰式（学会賞，学術賞，論文賞，論文奨励賞，技

術賞，技術奨励賞）
　　〈休憩〉
　・受賞者講演
　・特別講演（開始予定：16：00）
　　「バイオマス利活用と水環境の研究（仮題）」
　　　迫田　章義　氏（東京大学生産技術研究所・教授）
参加費　無料
　終了後懇親会を開催の予定（会費：5,000円　当日現金
受付）。なお，受賞者講演，特別講演には非会員の方の参
加も歓迎いたします。

Water and Environment Technology Conference
（WET2016）

　日本水環境学会主催の国際会議“Water and Environ‒
ment Technology Conference”を開催致します。会議で
の発表に合わせて，Journal of Water and Environment 
Technology（JWET）への論文投稿を受け付けておりま
す。詳細は本会ホームページにてご確認ください。

主　催 日本水環境学会
期　日 2016 年 8 月 27 日（土）～28 日（日）
場　所 中央大学・後楽園キャンパス（東京都文京区春

日 1-13-27）
 http://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/
交　通 東京メトロ丸ノ内線・南北線　後楽園駅から徒

歩 5分
 都営三田線・大江戸線　春日駅から徒歩 6分
 JR 中央・総武線　水道橋駅から徒歩 12 分

JR 中央・総武線　飯田橋駅から徒歩 17 分
内　容 口頭発表とポスター発表のハイブリッド発表
発表申込方法
　発表申し込みは本会ホームページ（URL：http://www.
jswe.or.jp）からのみ受け付けます。トップページの
WET2016 のバナーより発表申し込みのページにお進み
いただき，必要事項および講演要旨（150 語以上 200 語
以内，謝辞を含む。登壇者を明記すること。キーワード
および図表は不要）を記入の上，送信して下さい。1人
の登壇者が 2つ以上の発表を行うことは認めておりませ
ん。申し込み開始は 3月末を予定しています。申し込み
期限は2016年 6月2日（木）24：00（JST（日本標準時），
以下の期日は全て同様）です。発表可と判断された場合，
その通知を6月 16日（木）までにお送りします。JWET
へ論文投稿される場合も必ず発表申し込みを行って下さ
い。なお，論文投稿の有無に関わらず，WET2016 で配
布される講演要旨集には要旨のみが掲載されます（提出
された要旨にキーワードおよび図表が含まれていた場合，
要旨集では削除されます）。
論文投稿方法
　JWETへの論文投稿は，発表受付メールに記載の方法
に従って 2016 年 7 月 15 日（金）までにWeb 上で行っ
てください。投稿された論文は通常の査読が行われ，2016
年 9月 15日（木）までに査読結果を通知いたします。な
お，論文投稿の有無に関わらず，WET2016 で配布され
る講演要旨集には要旨のみが掲載されます。
テーマ（下記に限りません）
　・Analysis of water and environment quality
　・Modeling of water and environment
　・Treatment of water and wastewater
　・Restoration of contaminated environment
　・Hazardous chemicals and waste management
　・Public health and risk assessment
　・Environmental education and training
　・Water reclamation
表　彰
　Excellent Presentation Award をWET2016 の発表者
すべてから，Excellent Paper Awardを JWETへ論文投
稿した発表者から選出し表彰します。
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参加登録
　WET2016のwebページにて，Early-bird registration
を 2016 年 7 月 28 日（木）24：00 まで受け付けます。以
後は当日受付となります。登壇者（発表申込者）は自動
的に事前予約扱いになりますので，事前予約は不要です。
いずれの場合も，参加費は当日受付にてお支払い下さい。
参加費
一般

Participant Speaker
Early-bird 5,000 JPY 5,000 JPY
On site 7,000 JPY ―

学生
Participant Speaker

Early-bird 3,000 JPY 3,000 JPY
On site 4,000 JPY ―

問い合わせ先
　WET2016 事務局
　E-mail：wet@jswe.or.jp　Fax：03-3632-5352

第 29 回環境工学連合講演会

主　催 日本学術会議土木工学・建築学委員会学際連携
分科会

共　催 日本水環境学会ほか
期　日 2016 年 5 月 13 日（金）9：15～17：45
場　所 日本学術会議講堂（東京都港区六本木7-22-34）

東京メトロ千代田線「乃木坂駅」下車
総合テーマ
　「未来の社会を担う環境工学」
＊詳細なプログラムは本会 HP（http://www.jswe.
or.jp/calendar/index.html）をご覧ください。

定　員 200 名（申込先着順・定員に余裕がある場合は
当日の参加も受け付けます。）

参加費 無料（講演論文集を別途 2,000 円（学生 1,000
円）にて会場で有償頒布）

申込方法 「第 29 回環境工学連合講演会参加申込み」と
明記の上，氏名，勤務先，同所在地，所属学
協会名を記入して，Fax，E-mail にて下記幹
事学会宛にお申し込みください。

申込締切　2016 年 4 月 25 日（月）
申し込み・問い合わせ先
　（一社）日本機械学会事務局　担当　村山
　〒106-0016　東京都新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館 5F
　Tel：03-5360-3506　Fax：03-5360-3509
　E-mail：murayama@jsme.or.jp

2016 年度日本水環境学会東北支部
総会・講演会・見学会

　日本水環境学会東北支部では，2016年度東北支部総会

および講演会・見学会を下記のとおり開催いたします。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
主　催 日本水環境学会東北支部
日　時 2016 年 5 月 30 日（月）13：00～18：30
場　所 仙台福祉プラザ　ふれあいホール（仙台市青葉

区五橋 2丁目 12-2）
 Tel：022-213-6237
 URL：http://www.shakyo-sendai.or.jp/n/abou

tus/plaza
プログラム
13：00～13：50　東北支部総会
講演会・見学会「震災を乗り越えて～仙台市南蒲生浄
化センターの新たな出発～」
14：20～15：30  講演会「南蒲生浄化センターの震災復

旧を教訓に私達が伝えたいこと」
  　  全環衛生事業協同組合事務局長 

（前仙台市南蒲生浄化センター所長）
   石川　敬治　氏
16：30～17：30 見学会（仙台市南蒲生浄化センター）
18：30  仙台駅解散
参　加 総会：日本水環境学会会員に限ります。
 講演会・見学会： 日本水環境学会員以外の方の

参加も自由です。
定　員 見学会：40名（見学会参加希望の方は事前申し

込みをお願いします。）
参加費　500 円（見学会バス代）
交流会　19：00～21：00
　　　　会場　未定，会費　4,000 円程度
問い合わせ・参加申し込み先
（公社）日本水環境学会東北支部　中野和典
〒963-8642　福島県郡山市田村町徳定字中河原 1
　　　　　　日本大学工学部
Tel：024-956-8719　Fax：024-956-8858
E-mail：knakano@civil.ce.nihon-u.ac.jp
URL：http://jswetohoku.web.fc2.com/

第 22 回地下水・土壌汚染と
その防止対策に関する研究集会

　本研究集会は 1991 年 4 月の第 1 回の開催以来，地下
水・土壌汚染の実態・原因・経路の調査から，汚染物質
の移動機構の解明，汚染による影響やリスクの評価，汚
染の防止対策・修復技術・修復評価，地質・土壌に起因
する自然由来の汚染，放射性物質による汚染など，地下
水・土壌汚染に関する様々な課題についての国内最大規
模の研究集会として，研究成果発表，意見交換や技術交
流，人材育成や学習の場としての機能を果たして参りま
した。毎年，約 150 件の研究発表や特別講演，企業展示
などが行われ，大勢の方々のご参加をいただいております。
　このたび第22回の研究集会を下記のとおり開催するこ
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ととなりました。多くの皆様に，ご参加を頂きますよう
ご案内申し上げます。
主　催 地盤工学会（主幹学会），日本地下水学会，日本

水環境学会，廃棄物資源循環学会，土壌環境セ
ンター

期　日 2016 年 6 月 23 日（木）～24 日（金）
場　所 京都大学百周年時計台記念館（京都市左京区吉

田本町）
内　容（予定）
　口頭発表とポスター発表を組み合わせたハイブリッド
方式の研究発表（ポスター前で個別に意見交換を行いま
す），特別講演，企業展示など
参加費　※括弧内は当日受付の場合
　一般　9,000 円（11,000 円）
　学生　3,000 円（4,000 円）
懇親会
　日時　2016 年 6 月 23 日（木）18：00～（予定）
　会費　5,000 円（6,000 円）※括弧内は当日受付の場合
　会場　  京都大学吉田キャンパス内（京都市左京区吉田

本町）
参加申込締切　2016 年 5 月 13 日（金）
申込方法
　土壌環境センターのホームページ（http://www.gepc.
or.jp/）上で必要事項を入力してお申し込みください。
問い合わせ先
第22回　地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研
究集会事務局　担当　中原
〒102-0083　東京都千代田区麹町 4-5 KS ビル 3階
 （一社）土壌環境センター内
Tel：03-5215-5955　Fax：03-5215-5954
＊内容は変更になることもありますので土壌環境セン
ターのホームページでご確認ください。

IWA 関連行事

IWA（国際水協会）世界水会議
World Water Congress & Exhibition 2016 

Brisbane

期　日　2016 年 10 月 9 日（日）～13 日（木）
場　所　オーストラリア　クイーンズランド州ブリスベン
発表受理通知期限　2016 年 4 月 1 日（金）
フルペーパー提出期限　2016 年 7 月 1 日（金）
発表者の参加登録期限　2016 年 7 月 1 日（金）
詳細は下記をご覧ください。
http://www.iwa-network.org/event/world-water-
congress-exhibition-2016/

IWA（国際水協会）世界水会議
World Water Congress & Exhibition 2016 
Brisbane での研究発表に対する
渡航費用助成対象者の募集

　本会では，京都会議記念基金をもとに，2016 年 10 月
にオーストラリアのブリスベンで開催される IWA
（International Water Association）世界水会議での研究
発表予定者に対して渡航費用を助成します。地方の試験
研究機関の会員や若手研究者など，これまで海外での学
会への参加が難しかった方々に，是非ともご応募いただ
き，優秀な研究成果を数多く発表していただきたいと考
えています。
〈募集の手引き〉
応募資格 本会の会員で，IWA 世界水会議で研究発表

（口頭発表，ポスター発表）を予定する者
助成内容 会議参加のための渡航費および滞在費
応募方法 助成を希望する本人が，次項の書類を提出す

ること（E-mail 添付可）。受け取りの連絡を
するので，5日以内に連絡がない場合は学会
事務局へ連絡すること。

提出書類（書式は自由）
①　応募者の氏名，所属，住所，Tel，Fax，E-mail，本

会の年会等での活動内容
②　本基金を必要とする理由
③　発表論文の写しおよび和文要旨
④　その他発表内容が分るような他の研究報告等の写し
⑤　本渡航費用助成への過去における応募状況
⑥　IWAからの受理通知
提出期限 2016 年 4 月 15 日（金）
 （受理通知については到着後）
採否通知 選考結果については，2016年 5月に応募者に

通知する。論文要旨提出等の手続きは，本人
が行うこと。ただし，提出論文が審査の結果受
理されなかった場合には，助成の資格を失う。

提 出 先 〒135-0006　東京都江東区常盤 2-9-7
 　　　　　　グリーンプラザ深川常盤 201 号
 （公社）日本水環境学会 派遣・招聘委員会
 E-mail：kubota@jswe.or.jp

IWA Particle Separation 2016
Advances in particle science and separation: 

meeting tomorrow’s challenges

主　催　IWA Particle Separation Specialist Group
期　日　2016 年 6 月 22 日（水）～24 日（金）
場　所 Radisson Blu Scandinavia Hotel （ノルウェー・

オスロ）
主要テーマ
・水中粒子のキャラクタリゼーションと分離機構
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・水中粒子の除去技術
・各種産業における水中粒子除去
・水中粒子除去に関わる最新の技術動向

日　程
2016 年 3 月 1 日（火）論文採択通知
2016 年 4 月 15 日（金）フルペーパー提出
2016 年 5 月 20 日（金）早期割引参加登録締切
＊詳細はhttp://www.iwa-ps2016.orgをご覧ください。

日本国内連絡先
木村克輝
北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門
Tel：011-706-6271
E-mail：kkatsu@eng.hokudai.ac.jp

他学会関連行事

国際紫外線協会シンポジウム
「持続可能な水利用へ向けた紫外線技術の革新」

主　催　国際紫外線協会（IUVA）
期　日　2016 年 4 月 22 日（金）
場　所　東京大学武田先端知ビル 5階武田ホール
 （東京都文京区弥生 2‒11‒16）
プログラム
　紫外線水処理技術の国内外の利用状況や展望を紹介
し，意見交換します。地表水を原水とする大規模浄水場
に積極的に紫外線処理を導入しているカナダやアメリカ
の著名な研究者・実務者に加え，下水再生処理での紫外
線処理に特色があるシンガポール，紫外線処理施設が急
増している中国，さらに日本の研究者や実務者が講演し
ます。詳細は以下URLをご参照ください。
参加申込方法　オンライン事前登録（詳細 URL 内の日
本語案内参照）または当日参加
参加申込締切　事前登録は 4月 20 日までに銀行振込
参加費　事前（銀行振込）は一般9,000円，学生5,000円，
当日（現金払い）は一般 10,000 円，学生 5,000 円
問い合わせ先
国際紫外線協会日本支部代表　小熊久美子
〒113-8656　東京都文京区本郷7-3-1　都市工学専攻内
Tel/Fax：03-5841-0547
E-mail：oguma@env.t.u-tokyo.ac.jp
URL：https://www.iuva.org/iuva-symposium-tokyo-0

The 2nd Asian Symposium on Water Reuse
－第 2回アジア水再利用シンポジウム－

　第 2 回アジア水再利用シンポジウムを開催致します。
本シンポジウムは，京都大学（日本），清華大学（中国），
韓国科学技術研究院（KIST，韓国）により発足され，水
再利用分野における最先端のアイデアやモデルおよびイ
ノベーションに対して議論する独自の地域的コミュニケ

ーションの場を提供することを目的としています。奮っ
てのお申し込みをお願い申し上げます。
主　催 京都大学
期　日 2016 年 4 月 25 日（月）9：30～18：30（予定）
場　所 京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールⅠ

（京都市左京区吉田本町）
使用言語 英語　　参加費　無料
発　表 口頭発表およびポスター発表
発表申込 ポスター発表のみ募集
懇親会 2016 年 4 月 25 日（月）18：30～（予定）
会　場 京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールⅡ
会　費 有料
申し込み・問い合わせ先
京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境質研究
センター　李善太
〒520-0811　滋賀県大津市由美浜 1-2
Tel：077-527-6223　E-mail：leesuntae@gmail.com
URL：http://aswr.jp

第 3回　初歩からの化学工学数学演習講座

主　催 化学工学会東海支部
協　賛 日本水環境学会ほか
期　日 2016 年 5 月 10 日（火）13：30～16：45
場　所 名城大学ナゴヤドーム前キャンパス　DW204
プログラム
・指数・対数関数（反応速度則と測定グラフの演習）
・微分と偏微分（理想気体と実在気体の比熱定義）
・ 積分と統計（速度と距離および測定データの解釈のし
かた）
・質疑応答
申込方法 下記ホームページからお申込みください。
参加申込締切　定員になり次第
参加費 正会員8,000円，法人会員会社社員10,000円・，

会員外 20,000 円，学生 2,500 円
＊共催・協賛団体会員は本会会員価格に準じます。
申し込み・問い合わせ先
公益社団法人化学工学会東海支部
名古屋市中区大須 1-35-18
（公財）中部科学技術センター内
Tel：052-231-3070　Fax：052-204-1469
URL：http://scej-tokai.org/

第 4回　初歩からの化学工学概論・演習講座

主　催 化学工学会東海支部
協　賛 日本水環境学会ほか
日　時 2016年5月12日（木）～13日（金）10：15～17：35
会　場 名城大学ナゴヤドーム前キャンパス
定　員 40 名（定員になり次第締切）
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プログラム
5月 12 日（木）（1日目）
10：15-11：45　単位と次元：静岡大学　立元雄治
12：45-14：15　  プロセス変数，状態方程式：静岡大学　

立元雄治
14：25-15：55　物質収支の基礎：静岡大学　木村元彦
16：05-17：35　  複雑なプロセスの物質収支：静岡大学　

木村元彦
5 月 13 日（金）（2日目）
10：15-11：45　エネルギーの基礎：静岡大学　前澤昭礼
12：45-14：15　エネルギー収支：静岡大学　前澤昭礼
14：25-15：55　  反応系のエネルギー収支：静岡大学　福

原長寿
16：05-17：35　化学プロセス：静岡大学　武田和宏

参加費（テキスト代・消費税を含む）
正会員 25,000 円，法人会員会社社員 30,000 円
会員外 50,000 円，学生 10,000 円
＊協賛団体会員は本会会員価格に準じます。

問い合わせ先
公益社団法人化学工学会東海支部
Tel：052-231-3070　URL：http://scej-tokai.org/

シンポジウム「臨床環境技術の基礎と社会実装」

主　催 土木学会環境工学委員会
期　日　2016 年 5 月 25 日（水）13：00～17：00
場　所　土木学会講堂（東京都新宿区四谷 1丁目）
学会趣旨
　開発途上国や先進国人口密度低下地域において社会実
装可能な環境技術は適用地区の経済的負担力，技術力，
人口，必要物品供給力，生活環境の要求レベル，地下水
水質，排水放流先環境，文化・慣習などに大きく依存す
る。これらの条件に応じて適用可能な技術は異なること
から，社会実装可能な環境技術を臨床環境技術と名付け，
適用可能性から見た技術選択の実例を紹介する。
参加費　無料
発表申込方法　氏名（必須），所属，連絡メールアドレス
（必須）を記載の上，下記問い合わせ先宛に参加予約メー
ルをお送りください。
問い合わせ先
　九州大学　楠田哲也
　E-mail：kusuda@kyudai.jp

第 14 回上下水道膜セミナーおよび
膜ろ過施設見学会

主　催　膜分離技術振興協会
期　日　①第 14 回上下水道膜セミナー
　　　　　2016 年 6 月 23 日（木）13：00～17：00
　　　　　札幌市資料館（札幌市中央区大通西 13 丁目）
　　　　②膜ろ過施設見学会

　　　　　2016 年 6 月 24 日（金）10：00～11：30
　　　　　長幌上水道企業団第1浄水場（夕張郡長沼町）
プログラム
　浄水膜の種類と開発の歴史／水道用浄水膜の制度と
AMST規格について／膜処理技術の研究開発（仮題）／
国内外における水道用浄水膜の実用例／「屋外型膜ろ過
浄水施設導入手引き」の紹介／下排水処理関連の膜技術
の動向について
参加費　会員　10,000 円，非会員　12,000 円，
　　　　国・地方自治体の機関・学生　4,000 円
定　員　50 名（定員になり次第締め切り）
申込方法
　下記宛に Fax または E-mail でお申込みください。確
認後，参加証・請求書などをお送りします。
申込締切　2016 年 6 月 16 日（木）
お問い合わせ・申し込み先
一般社団法人膜分離技術振興協会
〒103-0004　東京都中央区東日本橋 3-12-11
　　　　　　東日本橋TSビル
Fax：03-6712-0192　E-mail：info@amst.gr.jp
URL：http://www.amst.gr.jp

第 40 回　基礎化学工学演習講座

主　催 化学工学会東海支部
協　賛 日本水環境学会ほか
期　日 第 1コース　2016年 6月 29日（水）～7月 1日

（金）9：15～16：45，第 2コース　2016 年 7 月 6
日（水）～8日（金）9：15～16：45

場　所 名古屋市工業研究所　第 1会議室
プログラム
　第1コース　単位，収支，流動，伝熱，第2コース　ガ
ス吸収・膜分離，粉粒体操作，プロセス制御を開催。講
師には学会・業界の第一線で活躍の方々を迎え，化学工
学の知識を，基礎的な理論から説き起こし，豊富な実例
に基づく演習を通じて，修得できる講座です。
申込方法　下記ホームページからお申込み下さい。
参加申込締切　各コース 60 名（定員になり次第締切）
参加費
　2 コースとも　正会員 25,000 円，いずれか 1 コース
40,000 円，その他参加費詳細は下記ホームページでご確
認ください。
＊共催・協賛団体会員も本会会員価格に準じます。
申し込み・問い合わせ先
公益社団法人化学工学会東海支部
名古屋市中区大須 1-35-18
（公財）中部科学技術センター内
Tel：052-231-3070　Fax：052-204-1469
URL：http://scej-tokai.org/
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第 13 回　分離プロセス基礎講座
「固液分離工学―基礎と応用―」

主　催　化学工学会東海支部
協　賛　日本水環境学会ほか
期　日　2016 年 7 月 15 日（金）9：50～16：40
場　所　名古屋市工業研究所　第 1会議室
プログラム
1．固液分離の前処理・後処理
a）沈降・浮上操作，凝集操作　名古屋大　向井康人
b）圧搾脱水，その他の後処理　大阪府立大　岩田政司
2．濾過操作　名古屋大　入谷英司
3．遠心分離（沈降・濾過・脱水）　三菱化工機　河端敏夫
4．固液分離装置の選定　三菱化工機　河端敏夫
申込方法　下記ホームページからお申込み下さい。
参加申込締切　定員 100 名（定員になり次第）
参加費　正会員 15,000 円，法人会員会社社員 20,000 円，
　　　　学生会員　5,000 円，会員外 40,000 円
＊共催・協賛団体会員も本会会員価格に準じます。

申し込み・問い合わせ先
公益社団法人化学工学会東海支部
名古屋市中区大須 1-35-18
（公財）中部科学技術センター内
Tel：052-231-3070　Fax：052-204-1469
URL：http://scej-tokai.org/

第38回京都大学環境衛生工学研究会シンポジウム

主　催　京都大学環境衛生工学研究会
期　日　2016 年 7 月 29 日（金）～ 7月 30 日（土）
場　所 京都大学桂キャンパスＣクラスターＣ1-2 棟

グローバルホール人融（311 号室）
プログラム
　1）一般講演：環境衛生工学に関する口頭・ポスター発表
　2）特別講演：京都大学名誉教授　内藤正明先生
　3）企画セッション：「人口減少社会における環境関連

施設のあり方を考える」
発表申込方法
　HP から講演申込ファイルをダウンロードし，必要事
項を記入の上，下記の申込先まで Fax または E-mail で
申し込みください。
発表申込締切　2016 年 4 月 15 日（金）
参加申込方法　事前申込不要。当日会場にて受付。
参加費（予定）　会員 1,000 円　非会員 2,000 円
問い合わせ先・申し込み先
京都大学環境衛生工学研究会　藤森崇
〒615-8540　京都市西京区京都大学桂Ｃクラスター
Tel：075-383-3339　Fax：075-383-3338
E-mail：kyoueiken@env.kyoto-u.ac.jp
URL：http://www.env.kyoto-u.ac.jp/kyoeiken/

第 16 回世界湖沼会議（WLC16：BALI）
―湖沼生態系の健全性と回復力：
生物多様性と種の絶滅の危機―

主　催 インドネシア共和国環境・森林省，ILECほか
期　日 2016 年 11 月 7 日（月）～11 日（金）
場　所 Inna Grand Bali Beach （Jln. Hang Tuah, Sanur 

Bali, Indonesia）
プログラム
　全体講演 /式典，各種分科会 /ワークショップ，国際
政策フォーラム，フィールドトリップ，文化的催し，表
彰式，若年層向けサイドイベント，展示等を予定
（より詳しい情報は，以下詳細URLをご参照下さい）
申し込み方法　公式サイト（www.wlc16bali.org）上の専
用フォームよりお申し込みください。
参加申込締切　2016年 6月 7日（火）※発表申込も同様
参加費　無料（但し，フィールドトリップ等の一部プロ
グラムは有料）
詳細URL　公式サイト：www.wlc16bali.org（日本語によ
る情報は ILECのサイトwww.ilec.or.jp にて随時更新）
問い合わせ先
　公益財団法人国際湖沼環境委員会（ILEC）
　〒525-0001　滋賀県草津市下物町 1091 番地
　Tel：077-568-4579　Fax：077-568-4568
　E-mail：wlc16@ilec.or.jp

おしらせ

日本水環境学会関東支部
「水環境保全活動奨励賞」・「水環境研究奨励賞」

候補者推薦のお願い

　（公社）日本水環境学会関東支部では，関東支部域内の
水環境保全に有益な調査，保全活動，環境学習などを行
った団体および有益な調査，研究などを行った学生の個
人・団体を表彰しております。つきましては今年度の受
賞者の選考を下記要領にて行いますので，受賞候補者の
推薦をお願いいたします。
環境保全活動奨励賞
　日本水環境学会関東支部域（関東甲信越）内において，
地域の水環境保全に有益な調査・保全活動・環境学習な
どを行ったNPO，学校，クラブ等の非営利団体を対象と
しています（自薦も可）。
水環境研究奨励賞
　日本水環境学会関東支部域内において地域の水環境保
全に有益な調査・研究報告・論文発表などを行ったの大
学生・高校生等の個人または団体を対象としています（自
薦も可）。
推薦期限　2016 年 5 月 6 日（金）
応募方法　（公社）日本水環境学会関東支部HP（http://
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www.jswe-kanto.com/）の左側にある「表彰」をご確認
いただき，応募用紙をダウンロードしたうえで，必要な
資料を添付してご推薦ください。
提出・問い合わせ先
　東洋大学　総合情報学部総合情報学科　大塚佳臣
　（関東支部市民活動部会）
　〒350-8585　埼玉県川越市鯨井 2100
　Tel/Fax：049-239-1417
　E-mail：info@jswe-kanto.com

EIG CONCERT-Japan 共同研究
「食料及びバイオマスの生産技術（Food Crops 
and Biomass ProductionTechnologies）」募集

　科学技術振興機構（JST）では，国際科学技術共同研
究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム）の一環と
して，欧州4カ国と協力し，「食料及びバイオマスの生産技
術（Food Crops and Biomass Production Technologies）」
に関する日本－欧州共同研究課題の募集中です。
　今回の募集では，公募参加国（下記をご覧ください）
の内 2か国以上の研究者と日本側研究者を含めた，3か
国以上の研究者による共同提案が対象となります。日本
と欧州が協力することにより，互いの強みや優れた技術
を活用できる共同研究の提案を期待しています。大学等
の研究機関のみならず企業の研究者からも提案が可能で
す。詳しくは募集ページをご覧下さい。

記
研究領域 食料及びバイオマスの生産技術（Food Crops 

and Biomass Production Technologies）
参 加 国 日本，フランス，ドイツ，スペイン，トルコ

応募締切 2016 年 4月 28日（木）午後 8時（日本時間）
支援期間（研究期間）　3年間
支援規模 1課題あたり3年間総額1,380万円を上限とす

る研究費（直接経費）を支援
支援課題数 5 課題まで（予定）
問い合わせ先
　国立研究開発法人 科学技術振興機構
　国際科学技術部 事業実施グループ
　Tel：03-5214-7375　E-mail：concert@jst.go.jp
　URL：http://www.jst.go.jp/sicp/announce_cj3.html

（公財）鉄鋼環境基金 第 37 回環境助成研究募集

募集締切　2016 年 5 月 31 日（火）
応募資格
一般研究助成：日本国内にある組織に所属する研究者。
若手研究助成：  2016 年 4 月 1 日現在満年齢 39 歳以下

の者。
助成件数　50～60 件
助成金額　一般研究助成：150 万円／年 以下。
応募方法　本財団のHPから研究助成金申請書をダウン
ロード（本年度のものを使用）。
決定期間　2016 年 10 月下旬頃の理事会で決定。
問い合わせ先
公益財団法人鉄鋼環境基金
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10
　　　　　　鉄鋼会館 6階
Tel：03-5652-5144　Fax：03-5641-2444
E-mail：sept.senmu@sept.or.jp
URL：http://www.sept.or.jp/

本冊子は「特集企画編」です。「原著論文編」は，国立研究開発法人科学技術振興機構「科学技術情報発信・流通システム
（J-STAGE）」に掲載しています。http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jswe/-char/ja/
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水生生物調査法に関する冊子等のご案内

　本会では，環境省水・大気環境局と国土交通省水管理・国土保全局編の水生生物による水質判定に関する冊子と下敷き，
環境省水・大気環境局編の川辺で見かける生物たちに関する冊子を販売しております。これらは，小・中学生をはじめ，
一般の方々にも身近な自然に接しながら，水辺の環境を理解していただくために大いに役立っております。
　水生生物調査法に御関心のある方に，広く御利用いただくようお願いいたします。
　購入ご希望の方は，下記「購入申込書」にご記入のうえ，Fax または郵送にてお申し込みください。

記

定価表（税込）（円）

印　　刷　　物 定　　価

1．川の生きものを調べよう（冊　子） 170 円

2．魚・鳥・植物（冊　子） 170 円

3．川の生きものを調べよう（下　敷） 150 円

申込先　公益社団法人　日本水環境学会
　　　　〒135-0006　東京都江東区常盤 2-9-7
　　　　　　　　　　グリーンプラザ深川常盤 201 号
　　　　　　　　　　Tel：03-3632-5351　Fax：03-3632-5352

購　入　申　込　書

品　　　名 価格（内税） 購　入　数

1．川の生きものを調べよう（冊　子） 170 円 部

2．魚・鳥・植物（冊　子） 170 円 部

3．川の生きものを調べよう（下　敷） 150 円 枚

注）  送料は別（実費）です。ただし，購入数が合計500部以上の場合は，当方で
送料を負担いたします。

上記のとおり購入を申し込みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

〔送り先〕
　所 在 地　　〒

　名　　称

　担当者名 　　　　　　　　　　　電　話　　　　　　　　FAX

　支払い方法（○印）　　　　　  銀行振込 　　　　　　　　郵便振替 　　　　　

　＊お振り込みの際の振込手数料はご負担をお願いいたします。
　＊請求書の様式，宛先，納入日，その他ご指定がございましたらご記入ください。




