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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

6月 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 39巻 5 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 39巻 4 号
29日（水） MS基礎講習会 in 関西 大阪 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 39巻 5 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 39巻 5 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 39巻 5 号
22日（金） MS基礎講習会 in 九州 福岡 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 39巻 4 号
8 月 5 日（金） 第25回市民セミナー「温暖化，水とくらしはどうなる？どう

する？（Ⅲ）～生活目線での適応策～」
東京・大阪 本号

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

29日（月）～31日（水） 第20回日本水環境学会ノンポイント汚染研究委員会「ワーク
ショップ in 琵琶湖・針江」

滋賀 本号

9月 11日（日）～16日（金） 18th International Conference of International Humic 
Substances Society

金沢 本号

13日（火）～15日（木） 第19回日本水環境学会シンポジウム 秋田 本号

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）～14日（金） 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 39巻 5 号

9 日（水）～10日（木） 第50回化学工学の進歩講習会　気液固分散系現象の基礎と
応用

名古屋 本号

12月 7 日（水） エコデザイン・プロダクツ＆サービスシンポジウム2016 東京 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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本会関連行事

Water and Environment Technology 
Conference 2016（WET2016）

　日本水環境学会主催の国際会議“Water and Environ‒
ment Technology Conference 2016（WET2016）”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

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あげます。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。

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
論文投稿方法
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れますが，多くの研究委員会で発表を公募しております
ので，積極的に発表申し込みをしていただきますようお
願いいたします。
1 ．概　　要
期　日　2016 年 9 月 13 日（火）～15 日（木）
会　場 秋田県立大学 秋田キャンパス
2 ．研究発表の募集
　セッションを予定している研究委員会，セッション題
目，公募の有無，連絡担当者は別表のとおりです。発表
を希望される方は，直接，連絡担当者にお申し込みくだ
さい。
申込期限　2016 年 6 月 24 日（金）（必着）
応募資格　原則として本会会員に限ります。非会員で発
表希望の方は，連絡担当者にお問い合わせください。
注：「若手研究紹介（オルガノ）セッション」が別表と
は別に設定されますが，これについては，別項「平成
28年度博士研究奨励賞候補者募集」を参照ください。

3 ．原稿作成・投稿方法
原稿枚数　A4版 1～2枚（図表込み）とします。
原稿書式
　書式・投稿方法については，連絡担当者からの案内に
従ってください。当学会ホームページにも掲載していま
す。 http://www.jswe.or.jp/event/symposium/pdf/
Sympo_youryou.pdf
提出期限　2016 年 8 月 4 日（木）（必着）
4 ．参加申し込み
　発表者も改めて参加申し込みが必要です。
5 ．発表形式
　発表はシンポジウム形式を原則とし，1演題 10～20分
としますが，運用の詳細は各研究委員会に一任されてい
ます。発表には液晶プロジェクターを利用できますが，
パソコンは各研究委員会でご準備ください。

平成 28 年度
博士研究奨励賞（オルガノ賞）候補者募集

募集対象者
　本年3月末時点で35歳以下の本会会員のうち，博士後
期課程大学院生，もしくは2015年 1月 1日以降に博士後
期課程において学位（博士）取得した者で，第19回日本
水環境学会シンポジウム（秋田県立大学：2016年 9月 13
～14日）の若手研究紹介（オルガノ）セッションに於い
て発表可能な方が対象者となります。ただし，2015年度
以前に同賞を受賞された方は対象になりません。
応募方法
　以下の書類を 2016 年 6 月 22 日（締切厳守）までに，
原則として電子的に提出してください。
（1）論文（A4用紙 4または 6頁）
　執筆要領は，「シンポジウム講演集原稿執筆要領
（http://www.jswe.or.jp/awards/organo/pdf/genkou.

　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。WET Excellent 
Presentation AwardはWET2016の Closingにおいて受
賞者を発表し，授賞します。今回のWET2016 において
WET2015 の WET Excellent Paper Award の受賞者の
受賞講演と授賞式を行い，WET2016 の受賞者は
WET2017に招待され，WET2017にて受賞講演と授賞式
を行います。
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ください。
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 19 回日本水環境学会シンポジウム
発表申し込み案内

　第19回日本水環境学会シンポジウムを下記の要領で開
催いたします。各研究委員会主導のプログラムで実施さ
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別　表

研究委員会名 セッションタイトル 公募
有無

開催
期日 連　絡　先

本部企画 環境技術実証事業で実証した水質浄化等
技術 なし 14

AM

寺西　制（環境省総合環境政策局）
Tel：03-5521-8239　Fax：03-3593-7195
TADASHI_TERANISHI@env.go.jp

嫌気性微生物処理 嫌気性微生物処理の技術開発と実用化の
最新動向 有 13

AM

小林拓朗（国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター）
Tel：029-850-2400　Fax：029-850-2560
kobayashi.takuro@nies.go.jp

MS 技術 MS技術を応用した環境リスク把握 有 14
AM

松村千里（兵庫県環境研究センター）
Tel：078-735-6911　Fax：078-735-7817
jswe-ms@ee-net.ne.jp およびmatsumura-c@hies-hyogo.jp

生物膜法 アジア地域等の水環境改善研究強化とア
フォーダブル技術導入システム展開戦略 なし 13

PM

稲森悠平（（公財）国際科学振興財団）
Tel：090-3203-4853
inamori514@gmail.com，y_inamori@fais.or.jp

身近な生活環境 いま，身近な水環境へ排出されているも
の－有害化学物質を中心に－ 有 13

AM

大島　詔（大阪市立環境科学研究所）
Tel：06-6771-3196　Fax：06-6772-0676
akira.oshima@maia.eonet.ne.jp

微生物生態と水環境工学
（旧ポピュレーションダイナミクス） 微生物生態と水環境工学の今と未来 なし 14

PM

久保田健吾（東北大学大学院工学研究科）
Tel：022-795-5011　Fax：022-795-5011
kengo.kubota.a7@tohoku.ac.jp

バイオアッセイによる安全性評価 バイオアッセイ再考 なし 13
PM

新野竜大（LSI メディエンス）
Tel：080-4110-4854　Fax：088-656-7618
Niino.Tatsuhiro@mp.medience.co.jp

水環境と洗剤
生活関連化学物質に関する環境研究：環
境・生物試料の分析法と環境実態の解明
（3）

有 13
PM

磯部友彦（国立環境研究所　環境健康研究センター）
Tel：029-850-2910　Fax：029-850-2214
isobe.tomohiko@nies.go.jp

湿地・沿岸域 湿地・湖沼・沿岸域の動態と保全，八郎
潟のいま 有 14

AM

田中周平（京都大学）
Tel：075-753-5171　Fax：075-753-5171
t-shuhei@eden.env.kyoto-u.ac.jp

ノンポイント汚染 ノンポイント汚染研究の新たな展開～受
水域の視点から なし 14

AM

佐藤祐一（滋賀県琵琶湖環境科学研究センター）
Tel：077-526-4044　Fax：077-526-4803
sato-y@lberi.jp

水環境教育（WEE21） 東北の事例から見る水環境教育の実践の
あり方と課題 有 13

PM

山田一裕（東北工業大学）
022-305-3933　022-305-3901
yamakazu@tohtech.ac.jp

膜を利用した水処理技術 健全な水環境と水循環の創造のための膜
技術の展開 なし 13

PM

須田康司（水 ing 株式会社）
Tel：050-3482-8136　Fax：03-5479-8592
suda.koji@swing-w.com

紫外線を利用した水処理技術 UV-LEDと紫外線技術の新展開 有 14
PM

岩崎達行（岩崎電気株式会社）
Tel：048-545-5557　Fax：048-554-1109
iwasaki-tatsuyuki@eye.co.jp

産業排水の処理・回収技術 低コスト・省エネルギー型の水処理技術 有 14
AM

寺嶋光春（北九州市立大学）
Tel：093-695-3212　Fax：093-695-3389
m-terashima@kitakyu-u.ac.jp

システム解析 水環境分野のモデリング－モデルの意義
を考える－ なし 14

PM

宮里直樹（群馬工業高等専門学校）
Tel：027-254-9191　Fax：027-254-9191
nmiyazato@cvl.gunma-ct.ac.jp

電気化学的技術 電気化学的技術の環境プロセスへ応用 有 13
PM

小森正人（株式会社ヤマト　大和環境技術研究所）
Tel：027-290-1865　Fax：027-290-1897
Komori_Masahito@yamato-se.co.jp

熱帯・亜熱帯地域の水環境 熱帯・亜熱帯地域の水環境の現状・課題
（主として陸水の視点から） 有 14

AM

宮城俊彦（元沖縄県衛生環境研究所）
Tel：098-884-8325
miyagto571123@yahoo.co.jp

農産業に関わる水・バイオマス循環
技術

農産業に関わる水・バイオマス利用の現
状と課題 有 13

PM

赤尾聡史（同志社大学）
Tel：0774-65-6578
sakao@mail.doshisha.ac.jp
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pdf）」を参照してください。論文は，博士課程における
研究成果をまとめたものとしますが，原著論文でも，ま
た既発表の内容を含んだものでも構いません。ただし，
図表や文章をそのまま転載すると著作権法違反に問われ
る場合がありますので，ご注意ください。また原著論文
の場合，他雑誌への投稿を本学会が妨げるものではあり
ません。講演要旨の内容に関する責任は著者にあり，当
学会が責任を負うものではありません。
（2）関連する研究業績リスト
　次の通り，分けて記載をお願い致します。
・学術雑誌論文（水環境学会誌，Journal of Water and 
Environment Technology, Water Research など）に
ついては，第一著者およびその他に分けて記載してく
ださい。

・国際会議論文については，IWA主催のものとそれ以外
のものに分け，発表者を明記してください。

・国内学会発表論文（講演概要）については，本学会関
連のものとそれ以外に分け，発表者を明記してください。

（3）大学卒業以降の履歴書
（4）当学会の会員番号
注）申し込みまでに，入会手続きを終了し，会員番号
を取得している必要があります。

選考方法
　提出された論文，関連する研究業績リストに基づき，1
次選考を行います。1次選考の結果は，7月末までに，電
子メールにて通知いたします。研究業績に関しては大学
院生が不利にならないよう，研究期間を加味して評価を
行ないます。
　1次選考を通過した方は，第19回日本水環境学会シン
ポジウムの若手研究紹介（オルガノ）セッション（9月
13 日）にて発表をしていただき，発表審査を行います。
書類選考と発表審査結果を総合的に評価し，博士研究奨
励賞受賞者を決定いたします。表彰は当日の懇親会にて
行いますので，懇親会にも必ず出席してください。1次
選考通過者にはシンポジウム参加に当たり，交通費，宿
泊費，参加費および懇親会費が補助されます。
応募書類送付・問い合わせ先
（公社）日本水環境学会オルガノセッション係
Tel：03-3632-5351
E-mail：kubota@jswe.or.jp および
　　　　echigo@urban.env.kyoto-u.ac.jp

第 19 回日本水環境学会シンポジウム
参加申し込み案内

　第19回日本水環境学会シンポジウムを下記の要領で開
催いたします。本部企画，特別講演会（東北支部企画）
のほか，大学院博士後期課程レベルの研究奨励を目的と
した若手研究紹介（オルガノ）セッション，年間優秀論
文賞（メタウォーター賞）の受賞者講演，見学会など，

多彩な企画も用意されています。非会員の方も参加でき
ますので，大勢の方のご参加を期待しております。
1 ．概　　要
期　日 2016 年 9 月 13 日（火）～15 日（木）
 （※ 9月 15 日（木）は現地見学会）
会　場 秋田県立大学秋田キャンパス
 （〒010-0195 秋田県秋田市下新城中野字街道端

西 241-438）
交　通  秋田駅から車で約 30 分，路線バス約 45 分，秋

田駅から追分駅まで JRで約 15分，追分駅から
徒歩 20 分

※定期路線バスおよび JR は本数が少ないため，秋田
駅から大学までの臨時バス（予約制）および追分駅
から大学間の臨時バス（大学バス）を検討中です。

2 ．内　容
　シンポジウムの内容は下記の通りです。
13 日（火）午前（9：00～12：30）
・若手研究紹介（オルガノセッション）
・いま，身近な水環境へ排出されているもの－有害化学
物質を中心に－ （身近な生活環境研究委員会）
・嫌気性微生物処理の技術開発と実用化の最新動向
 （嫌気性微生物処理委員会）
13 日（火）昼食時（12：30～13：30）
・ランチョンセミナー
 （展示企業による商品開発や技術情報の紹介）
13 日（火）午後（13：30～17：00）
・アジア地域等の水環境改善研究強化とアフォーダブル
技術導入システム展開戦略 （生物膜法研究委員会）
・バイオアッセイ再考
 （バイオアッセイによる安全性評価研究委員会）
・生活関連化学物質に関する環境研究：環境・生物試料
の分析法と環境実態の解明（3）
 （水環境と洗剤研究委員会）
・東北の事例から見る水環境教育の実践のあり方と課題
 （水環境教育研究委員会（WEE21））
・健全な水環境と水循環の創造のための膜技術の展開
 （膜を利用した水処理技術研究委員会）
・電気化学的技術の環境プロセスへの応用
 （電気化学的技術研究委員会）
・農産業に関わる水・バイオマス利用の現状と課題
 （農産業に関わる水・バイオマス循環技術研究委員会）
14 日（水）午前（9：00～12：30）
・環境技術実証事業で実証した水質浄化等技術
 （本部企画，環境省　環境研究技術室）
・MS技術を応用した環境リスク把握
 （MS技術研究委員会）
・湿地・湖沼・沿岸域の動態と保全，八郎潟のいま
 （湿地・沿岸域研究委員会）
・ノンポイント汚染研究の新たな展開～受水域の視点から
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 （ノンポイント汚染研究委員会）
・低コスト・省エネルギー型の水処理技術
 （産業排水の処理・回収技術研究会）
・熱帯・亜熱帯地域の水環境の現状・課題（主として陸
水の視点から）

 （熱帯・亜熱帯地域の水環境研究委員会）
14 日（水）午後（13：30～17：00）
・特別講演会「震災・防災と水環境」（13：30～15：30）
・微生物生態と水環境工学の今と未来
 （微生物生態と水環境工学
 （旧ポピュレーションダイナミクス）研究委員会）

・UV-LEDと紫外線技術の新展開
 （紫外線を利用した水処理技術研究委員会）
・水環境分野のモデリング－モデルの意義を考える－
 （システム解析研究委員会）
年間優秀論文賞（メタウォーター賞）受賞者講演
　　　　9月 13 日（火）17：10～17：50
懇親会　9 月 13 日（火）19：00～21：00
　　　　秋田ビューホテル（秋田駅前）
　　　　秋田県立大からホテル間はバス送迎あり
特別講演会「震災・防災と水環境」
14 日（水）午後（13：30～15：30）
【講師】
・国立大学法人秋田大学教授　松冨英夫
・（一財）宮城県下水道公社仙塩浄化センター所長
 　鹿野信宏
　参加申し込み，および参加費は不要
現地見学会　9 月 15 日（木）8：30～15：30
　　　　　（参加費：2,000円（予定），昼食・保険料等）
○テーマ：秋田の水環境を訪ねて
○ 見学場所＊（予定）：秋田駅～ネコバリ岩～大潟橋～
大潟村（干拓博物館）～南部排水機場～防潮水門～
寒風山～なまはげ館～男鹿半島～秋田駅

（＊交通状況や天気により，見学先や時間の変更有り）
○ 募集人数：35名（なお，定員に達し次第，申し込み
を締め切らせていただきます。）

○ 申し込み方法：2016 年 8 月 25 日（木）までに，氏
名，所属，連絡先（住所，電話およびE-mail）を明
記し，下記宛メールでお知らせください。件名に「水
環境学会見学会」とご記載ください。

○問い合わせ先
第19回シンポジウム見学会担当（秋田県立大，藤林）
E-mail：excursion@jswe.or.jp

3 ．参加申し込み案内
　会場準備の都合上，なるべく予約申し込みをしてくだ
さい。すでに研究発表を申し込まれた方も，改めて参加
申し込みが必要です。なお，学生会員とは，学会に本年
度の学生会員として登録を済ませた方の意味です。

（1）シンポジウム参加費および懇親会参加費
シンポジウム参加費 予約申込 当日申込
本 会 会 員（不課税） 5,000 円 6,000 円
学 生 会 員（不課税） 3,000 円 4,000 円
非　 会　 員（税込） 18,000 円 19,000 円
学生非会員（税込） 8,000 円 9,000 円
懇 親 会 費（税込） 5,000 円 6,000 円

（2）予約申込方法
　下記要領により，インターネットを利用して申し込み，
期日までに参加費を振込んでください。
　7月上旬より下記ホームページから予約申し込みが可
能です。http://www.jswe.or.jp/event/symposium/
（3）予約申込期限
　申し込みの〆切りは，8 月 22 日（月）24:00です。そ
れ以降は当日申込扱いとなります。
（4）予約申込時の参加費振込
　参加費を 8月 31日（水）までに指定口座に振り込んで
ください。振込人名義に申込番号も記載してください。
名義が異なる場合や申込番号が記載できない場合は別途
ご連絡をお願いします。お振込期日（8/31）までにご入
金が確認できない場合は，予約申込みがキャンセルされ
ますのでご注意ください。なお，お振込後，入金が確認
できるまで銀行振込で1～3日，郵便振替（ゆうちょ銀行
への振込を含む）で 2～8日かかることがありますので，
余裕をもってご送金ください。
銀 行 振 込：三菱東京UFJ 銀行市ヶ谷支店
　　　　　　普通預金　口座番号：4948527
　　　　　　名義： シャ）ニホンミズカンキョウガッカ

イネンカイグチ
郵便振替※：00180-5-564127
　　　　　　加入者名：（公社）日本水環境学会
　　　　　　※通信欄に申込番号を記載してください。
（5）参加証／講演集引換券の送付
　ご入金を確認後メールにてお知らせします。また，そ
のメールが参加証／講演集引換券となりますので，それ
を印刷してご持参ください。なお，複数名で一括申込み
された場合は，お手数ですが参加者は各自で印刷したも
のをご持参願います。
4 ．ホテルと交通手段について
　宿泊施設の案内・斡旋等行ないませんので，各自で手
配願います。
5 ．託児所の情報提供
　本シンポジウム参加に際し，託児所（生後 6ヶ月以上
就学前）が有れば利用したいとお考えになる方は，実行
委員会（takuji@jswe.or.jp）までお問い合わせください。
会場近隣の子育て支援グループもしくは近くの一時預か
りサービス（有料）の可能な託児所をご紹介いたします。
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MS基礎講習会 in 関西

主　催　日本水環境学会
共　催　日本水環境学会関西支部
期　日　2016 年 6 月 29 日（水）9：30～18：00
場　所　大阪工業大学うめきたナレッジセンター

（大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪ナ
レッジキャピタルタワーＣ 9階）

プログラム
 9：30～ 9：35　開会挨拶と趣旨説明
　　　　　　　（日本水環境学会関西支部）
 9：35～10：30　未経験者のための基礎質量分析
　　　　　　　（鹿児島大学准教授　高梨啓和）
10：35～11：30　水道水質検査におけるMSの活用
　　　　　　　  （国立医薬品食品衛生研究所室長
 小林憲弘）
（昼食）
13：00～13：30　固相抽出の基礎 1－逆相モード編－
　　　　　　　（ジーエルサイエンス（株））
13：30～14：00　  固相抽出の基礎 2－イオン交換モード

編－（サーモフィッシャーサイエンテ
ィフィック（株））

14：00～14：30　固相抽出の基礎3－ミックスモード編－
　　　　　　　  （日本ウォーターズ（株））
（休憩）
14：45～15：30　  水質環境分析における前処理のポイン

トと効率化（ジーエルサイエンス（株））
15：30～16：15　  MS を用いた水質環境分析のための新

たなアプローチ（サーモフィッシャー
サイエンティフィック（株））

16：15～17：00　  Q-TOFを用いたターゲット，ノンター
ゲットスクリーニング手法について
（日本ウォーターズ（株））

17：00～17：05　閉会挨拶（日本水環境学会関西支部）
17：05～18：00　協賛企業展示
　　　　　　　（同会場において自由質疑応答）

申込方法
　タイトルを「MS 基礎講習会 in 関西」とした E-mail
に，参加者の氏名，所属，役職，会員の場合は会員番号，
連絡方法（電話番号，およびE-mail アドレス）を記載し
て，下記の問い合わせ先へ送付。
申込締切　2016 年 6 月 22 日（水）
参加費　会員は無料，非会員は 30,000 円

（但し，協賛企業からの紹介があれば無料。詳し
くは下記問い合わせ先まで。）

問い合わせ先
　（公社）日本水環境学会関西支部幹事長　島田洋子
　E-mail:seminar@jswe.or.jp

MS基礎講習会 in 九州

主　催　日本水環境学会
共　催  九州工業大学（申請中），
 日本水環境学会九州沖縄支部
後　援 日本分析化学学会九州支部（依頼中）
期　日　2016 年 7 月 22 日（金）9：15～18：00
場　所 九州工業大学戸畑キャンパス・百周年中村記念

館多目的ホール（〒804-0015　福岡県北九州市
戸畑区仙水町 1-1　百周年中村記念館 2階）

プログラム
 9：15～ 9：20 開会挨拶と趣旨説明
  （日本水環境学会九州沖縄支部）
 9：20～10：10 環境分析のおけるGC/MSの有用性
  （北九州市立大学教授　門上希和夫）
10：15～11：05 未経験者のための基礎質量分析
  （鹿児島大学准教授　高梨啓和）
11：10～12：00 水道水質検査におけるMSの活用
   （国立医薬品食品衛生研究所室長
 　小林憲弘）
（昼食）
13：00～13：30 固相抽出の基礎 1－逆相モード編－

（ジーエルサイエンス（株））
13：30～14：00  固相抽出の基礎 2－イオン交換モード

編－（サーモフィッシャーサイエンテ
ィフィック（株））

14：00～14：30 固相抽出の基礎3－ミックスモード編－
（日本ウォーターズ（株））

（休憩）
14：45～15：30  水質環境分析における前処理のポイン

トと効率化（ジーエルサイエンス（株））
15：30～16：15  MS を用いた水質環境分析のための新

たなアプローチ（サーモフィッシャー
サイエンティフィック（株））

16：15～17：00  Q-TOF を用いたターゲット，ノンタ
ーゲットスクリーニング手法について

  （日本ウォーターズ（株））
17：00～17：05 閉会挨拶（日本水環境学会九州沖縄支部）
17：05～18：00 協賛企業展示

（同会場において自由質疑応答）
参加申し込み方法
　件名を「MS基礎講習会 in 九州」とした上で，①参加
者の氏名，②所属，③役職，④会員の場合は会員番号，
⑤連絡先（電話番号および E-mail アドレス）を記載し
て，下記のメールアドレスに送信のこと。
参加申込締切　2016 年 7 月 15 日（金）
参加費　会員は無料，非会員は 30,000 円

（但し，協賛企業からの紹介があれば無料。詳し
くは下記問い合わせ先まで。）
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問い合わせ先
　（公社）日本水環境学会九州沖縄支部　前田憲成
　E-mail：ms-seminar@life.kyutech.ac.jp

第 25 回市民セミナー
「温暖化，水とくらしはどうなる？どうする？（Ⅲ）

～生活目線での適応策～」

　人類にとって温暖化対策は喫緊の最重点課題です。今
般，温暖化は大きくメディアなどでも取り上げられ，様々
な情報がテレビや新聞，インターネットを通じてわれわ
れ市民にもたらされていますが，あまりに多くの情報が
本当に重要な情報を薄めてしまっており，地球温暖化に
よって何が起こるのか，直接的にわれわれの周りの水と
くらしにどの様な影響が及ぶのか，日本政府としては温
暖化にどの様な対策で臨もうとしているのか，そしてわ
れわれ市民ができること・せねばならないことは何か，
を正確に把握することが難しい状況です。そこで，本セ
ミナーでは，地球温暖化について正しく理解していただ
くために，地球温暖化に関わる各分野（特にわれわれ市
民に身近な生活に関わる分野）で調査・研究を行ってい
る当学会の専門家の先生方に現在まで得られた知見を，
わかりやすく，丁寧にご講演いただきます。
　東京をメイン会場として講演いただき，大阪会場の大
型スクリーンに配信します。なお，双方向WEB会議方
式により大阪会場からの質疑も受け付けます。
主　催　日本水環境学会
期　日　2016 年 8 月 5 日（金）10：50～16：30
場　所　  東京会場：地球環境カレッジホール（いであ

（株）内）（東京都世田谷区駒沢）
http://www.gecollege.or.jp/gec/gec.htm#02
大阪会場：いであ㈱大阪支社　ホール（大阪市
住之江区南港北）
http://www.ideacon.jp/contents/company/
osaka_new.htm

プログラム
10：20～　受付
10：50～　開会挨拶
11：00～　  地球温暖化についてのIPCCの最新の報告と

今後の動向
　　　　 　  気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
 インベントリータスクフォース 田辺清人氏
12：00～　昼休み
13：00～　水道分野における気候変動の影響への適応策
 国立保健医療科学院　秋葉道宏氏
14：10～　温暖化と感染症，それに対する適応策
 国立感染症研究所　倉根一郎氏
15：20～　温暖化と防災，特に水災害に関連して
 東北大大学院工学研究科　風間　聡氏
16：20～　閉会挨拶

※講師の都合等で一部変更となる場合があります。
参加費（税込，資料代含む）
東京メイン会場：一般 3,000 円，大学生 1,000 円，
　　　　　　　　高校生以下無料
大阪会場：一般 2,000 円，学生（含高校生）無料
定　員　250 名（東京会場 150 名，大阪会場 100 名）
申込方法
　FAX，E-mail またはハガキに①参加者氏名（フリガ
ナ）②会員・非会員の別③会員の場合は会員番号④希望
受講会場⑤連絡先（所属団体名，住所，電話・FAX番号
およびE-mail）をご記入の上，下記宛お申し込みくださ
い。また，参加費を 7 月 29 日までにお振り込みくださ
い。入金を確認後，参加証（ハガキ）をお送りいたします。
参加費振込先
　三菱東京UFJ 銀行 市ヶ谷支店
　　（普通）0754950
　　（公社）日本水環境学会セミナー口
　　シャ）ニホンミズカンキョウガッカイセミナーグチ
申し込み・問い合わせ先
　（公社）日本水環境学会 セミナー係　戸川
　〒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
　E-mail：togawa@jswe.or.jp

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
ととなりました。多くの皆様に，ご参加を頂きますよう
ご案内申しあげます。
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
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す），特別講演，企業展示など
参加費（当日受付）
　一般　11,000 円
　学生　 4,000 円
懇親会
　日時　2016 年 6 月 23 日（木）18：00～（予定）
　会費　6,000 円（当日受付）
　会場　  京都大学吉田キャンパス内（京都市左京区吉田

本町）
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。

第 20 回日本水環境学会ノンポイント汚染
研究委員会「ワークショップ in 琵琶湖・針江」

主　催 日本水環境学会ノンポイント汚染研究委員会
期　日　2016 年 8 月 29 日（月）～31 日（水）
場　所　滋賀県大津市，高島市新旭町針江ほか
スケジュール
8月 29 日（月）
12：30 環びわ湖大学・地域コンソーシアム 会議室
13：00～ワークショップ（Ⅰ）
   公開シンポジウム「琵琶湖保全の取り組みと

今後の方向性（仮題）」
   （講師予定：奥田一臣氏（滋賀県琵琶湖保全

再生課），藤岡康弘氏（魚類研究者），大久保
卓也氏（滋賀県立大学））

15：30～バスで宿泊施設に移動
  （道中で安曇川頭首工（合同井堰）の見学）
19：30～ ワークショップ（Ⅱ）学生による研究発表と

ディスカッション
8 月 30 日（火）
午 前： フィールドワーク（Ⅰ）　針江の湧水，川端

（かばた）と街並みの視察，水環境調査①
午 後： フィールドワーク（Ⅱ）　琵琶湖湖岸のヨシ

保存の取り組みなどの視察，水環境調査②
ワークショップ（Ⅲ）　グループディスカッ
ション（調査を踏まえての現状分析と討議）

19：30～ ワークショップ（Ⅳ）　グループディスカッ
ションの意見発表会

8 月 31 日（水）
 9：30～ フィールドワーク（Ⅲ）　安曇川上流域の朽

木森林の現状について
14：00 頃 JR 大津駅にて解散

＊スケジュールについては予定で，今後変更になる可
能性があります。

参加費　社会人 10,000 円，学生 4,000 円
（資料代・現地交通費等。懇親会費，食費は実費
徴収。宿泊費別。）

宿泊　　ラシーヌホーム針江（8/29，30）
　1泊社会人 9,000 円，学生 5,000 円程度（宿泊費のみ）
参加申込締切　2016 年 7 月 22 日（金）
定員　40 名
申し込み・問い合わせ先
　滋賀県立大学環境科学部環境生態学科　肥田嘉文
　Tel：0749-28-8306　E-mail：yhida@ses.usp.ac.jp
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター総合解析部門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤祐一
　Tel：077-526-4044　E-mail：sato-y@lberi.jp
　URL：http://www.jswe-nonpoint.com/

IWA 関連行事

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

Brisbane

主　催　IWA（International Water Association）
期　日　2016 年 10 月 9 日（日）～14 日（金）
場　所　Convention & Exhibition Centre

（オーストラリア　クイーンズランド州ブリスベン）
フルペーパー提出期限　2016 年 7 月 1 日（金）
参加費

支払日 IWA会員 IWA非会員 学生
6 月 30 日以前 €　925 €1,125 €525
10 月 8 日以前 €1,025 €1,250 €600
現地 €1,150 €1,375 €675

参加申込
　HP（http://www.iwa-network.org/event/world-water-
congress-exhibition-2016/register/）から申し込んでく
ださい。

IWA（国際水協会）世界水会議
World Water Congress & Exhibition 2016
会議参加ツアー案内（情報提供）

期　　間　2016 年 10月 8日（土）～14日（金），7日間
場　　所　Brisbane（オーストラリア）
旅行代金　￥ 211,000，東京（成田）発着基本プラン
　　　　　（各種航空税（約￥ 12,500.-）が別途必要）

利用予定ホテル：Mantra South Bank
（4星クラス，会場から徒歩 2～3分））または
同等クラス（2名 1室基準）
利用予定航空会社：カンタス航空（QF）
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　　　　　　　　　（エコノミークラス）
注）上記の案内は情報提供であり，本ツアーは日本水
環境学会が企画・主催しているものではありません。

申し込み・問い合わせ先
　（株）ティ・アイ・コンソーシア　今田（コンタ）
　〒102-0074　千代田区九段南 3-3-6　麹町ビル 5F
　Tel：03-3238-5251　Fax：03-3238-5271
　E-Mail：konta.akehiro@travel-i.net

他学会関連行事

18th International Conference of International 
Humic Substances Society

主　催 国際腐植物質学会日本支部
協　賛 日本腐植物質学会，日本土壌肥料学会，日本水

環境学会，日本原子力学会バックエンド部会
期　日 2016 年 9 月 11 日（日）～16 日（金）
場　所 金沢市文化ホール（金沢市高岡町 15 番 1 号）
プログラム
　9月 11 日  　受付および歓迎レセプション
　9月 12 日～13 日　口頭およびポスター発表
　9月 14 日 　 エクスカーションおよび懇親会
　9月 15 日～16 日　口頭およびポスター発表
申込方法　ウェブサイト http://www.ihss2016.comより
お申し込みください．
講演要旨および早期参加登録締切　2016 年 6 月 30 日
参加費 一般 6 万円，学生・退職者 4万円（早期参加登

録および会員割引あり：詳細はウェブサイト）
詳細URL　http://www.ihss2016.com/
問い合わせ先
　国際腐植物質学会金沢大会事務局（藤嶽暢英）
　〒657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
　神戸大学農学部　土壌学研究室
　Tel：078-803-5847　Fax：078-803-5847
　E-mail：ihss18info@people.kobe-u.ac.jp

第 50 回化学工学の進歩講習会
気液固分散系現象の基礎と応用

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 11 月 9 日（水）～10 日（木）
場　所　名古屋市工業研究所　第 1会議室
プログラム
　11 月 9 日（水）（9：30～16：40）

固液分散系・気液分散系・液液分散系・ファインバ
ブルの基礎，固気分散系・気液分散系・レオロジー
の基礎～応用

　11 月 10 日（木）（10：00～16：40）
ファインバブルトピックスと基礎～応用，気液，固

液分散系応用，生物分散系基礎～応用，固液分散系
基礎～応用

申込方法　
　化学工学会東海支部ホームページ（http://scej-tokai.
org/）からお申込みください。
参加申込締切　100 名（定員になり次第）
参加費　共催・協賛団体（個人・法人）会員 35,000 円，
その他参加費詳細はホームページでご確認ください。
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/

エコデザイン・プロダクツ＆
サービスシンポジウム 2016

主　催　エコデザイン学会連合
協　賛　エコプロダクツ大賞推進協議会，SEMI Japan，
　　　　産業環境管理協会，セミコンダクタポータル
期　日　2016 年 12 月 7 日（水）
場　所　東京理科大学森戸記念館
　　　　（東京都新宿区神楽坂 1-3）
プログラム　詳細URLをご参照ください。
申込方法
　2016 年 8 月 12 日（金）までに事務局宛に電子メール
にてお申し込みください。
参加申込締切　事前受付：11 月 16 日（水）まで
　　　　　　　一般受付：11 月 17 日（木）以降
参加費　事前受付：10,000 円／一般受付： 12,000 円／
　　　　学生： 5,000 円
詳細URL　http://ecodenet.com/EcoDePS2016/
問い合わせ先
エコデザインプロダクツ&サービスシンポジウム事務局
Tel：03-5840-8141
E-mail：secretariat@ecodenet.com

おしらせ

明星大学理工学部環境科学系教員の公募

募集人員　常勤教授または常勤准教授　1名
所　　属　理工学部総合理工学科環境科学系
専門分野　環境分析化学（学部と大学院における環境分
析化学，環境化学，機器分析などを担当）
応募資格
　次の（1）～（3）の条件を満たす方
　（1）本学の教育方針に賛同し，教育に熱意がある方
　（2）博士の学位を有する方
　（3）研究に熱意がある方（大学院の研究指導を含む）
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　それ以外は下記URLをご参照ください。
採用予定日　2017 年 4 月 1 日（土）
応募方法　下記URLの明星大学Web頁「社会人の方→
教職員募集」をご参照ください。
応募締切　2016 年 6 月 30 日（木）必着
問い合わせ先
明星大学理工学部総合理工学科環境科学系　西浦定継
〒191-8506　東京都日野市程久保 2-1-1
Tel：042-591-9791
E-mail：nishiura@es.meisei-u.ac.jp
URL：http://www.meisei-u.ac.jp/recruit/

顕彰制度
「遠山椿吉記念　食と環境の科学賞」

　日本の公衆衛生において，人びとの危険を除き，命を
守るために，先駆的かつグローバルな視点で優れた業績
をあげた個人または研究グループに対し，選考顕彰する。
原則として最近の業績（調査，研究，技術の開発など）
を評価対象とする。業績とは，この 5年間に関連学会で
発表された原著論文，または，それに準ずる活動報告書
とする。
主　　催　東京顕微鏡院，こころとからだの元氣プラザ
応募締切　2016 年 6 月 30 日（木）（消印有効）
重点課題　  食品の安全，食品衛生，食品の機能，食品媒

介の感染症・疾患，生活環境衛生　など
申込方法
　公募によるものとし，関係学会，団体等の推薦または
本人の申請による。所定の応募・推薦用紙（HP より）
に，受賞候補者略歴と業績一覧，原著論文を添付のうえ，
期限内にお申し込みください。
問い合わせ先
　（一財）東京顕微鏡院　公益事業室
　「遠山椿吉賞」運営事務局
　Tel：03-5210-6651　Fax：03-5210-6671
　URL：http://www.kenko-kenbi.or.jp/

2017～2018 年開催　藤原セミナー募集

　藤原科学財団は，科学技術の振興に寄与することを目
的として，2017～2018年の間に「藤原セミナー」の開催
を希望する研究者から，下記募集要項に基づいて申請を
受け付けます。
対象分野　自然科学の全分野
応募資格　わが国の大学等学術研究機関に所属する常勤
の研究者
開催件数　2件以内
開催費用援助額
　1件につき 12,000 千円以内（総額 24,000 千円以内）
＊セミナーの要件など詳細は下記HPをご参照ください。

申請方法　「藤原セミナー開催申請書」（1通）を，所属

組織長を経由して当財団に提出すること。
学会への申請書提出締切　2016 年 7 月 8 日（金）
問い合わせ先
（公財）藤原科学財団
〒104-0061　東京都中央区銀座 3-7-12
Tel：03-3561-7736　Fax：03-3561-7860
URL：http://www.fujizai.or.jp

第 8回（平成 28 年度）とうきゅう環境財団
社会貢献学術賞受賞候補者推薦について

候補者対象
　日本の環境分野において学術的，社会的に特に顕著な
業績を挙げた研究者（個人・共同・団体，外国籍で国内
で研究されている方，ただし企業は除きます）。
社会貢献学術賞
　本賞 1件：賞状および賞金 50 万円
応募方法
　学会からの推薦が必要です。
　推薦希望者は所定の推薦書用紙に必要事項を記載の上，
2016 年 7 月 29 日（金）までに学会事務局にご提出くだ
さい。
問い合わせ先
　公益財団法人とうきゅう環境財団
　〒150-0002　東京都渋谷区渋谷 1-16-14
　　　　　　　渋谷地下鉄ビル 5F
　Tel：03-3400-9142　Fax：03-3400-9141
　URL：http://www.tokyuenv.or.jp/

平成 28 年度島津賞候補者の推薦について

表彰の対象
　科学技術，主として科学計測およびその周辺の領域に
おける基礎的な研究において，著しい成果をあげた功労者。
表彰の内容　賞状，賞牌，副賞賞金 500 万円を贈呈
表彰件数　　1件
推薦の方法
　学会推薦を要します。応募を希望される方は学会事務
局にお問い合わせください。学会への申請期限は8月 31
日（水）といたします。
審査結果の通知
　2016 年 12 月上旬に推薦学会宛てに文書で通知
交付方法
　2017 年 2 月に開催予定の表彰式において贈呈
受賞者による講演
　受賞者には表彰式終了後，当該研究について受賞記念
講演をお願いします。

公益信託下水道振興基金
平成 28 年度海外研究発表助成の募集

助成対象者 下水道関係の国際会議において研究論文を
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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/

発表する下水道研究者および技術者（個人
に限る）とします。

助成金額 実費を原則とし，応募状況を勘案して決定
します。

応募方法 所定の申請書に，発表を希望する国際会議
の応募要領および採択通知の写しを添付し
て提出してください（申請書は日本下水道
協会HPから取得可）。

応募の期限 各国際会議とも研究発表日の 2ヶ月前に該
当する日をもって締め切ります。

助成金交付 発表日の 2週間前まで
申請書の送付先および問い合わせ先
　同基金平成 28 年度研究助成の募集と同じ

公益信託下水道振興基金
平成 28 年度研究助成の募集

助成対象研究・応募資格
　下記担当までお問い合わせください。
助成金の金額・期間　総額 1,000 万円程度・1年間
　（1件あたり最大 200 万円程度）
応募方法 所定の申請書に必要事項を記入し，捺印の

上，下記宛て書留でお送りください（申請
書は日本下水道協会HPから取得可）。

応募締切日 2016 年 8 月 31 日
助成金交付 2016 年 10 月～11 月を目途
申請書の送付先
　〒103-8670　東京都中央区八重洲 1-2-1
　みずほ信託銀行　信託総合営業第五部
　Tel：03-3274-9177

問い合わせ先
　・研究課題に関すること
　　　公益社団法人日本下水道協会　総務課
　　　〒101-0047　東京都千代田区内神田 2-10-12
　　　Tel：03-6206-0251
　・申請一般および助成金の使途に関すること
　　　上記申請書の送付先と同じ

公益信託下水道振興基金
平成 28 年度東日本大震災復興研究等助成の募集

助成対象調査・応募資格
　助成金担当にお問い合わせください。
助成金額・期間
　（1）調査研究
　　①復興方策研究および②大震災対応研究助成
　　　総額 500 万円程度・1年間
　（2）研修視察調査
　　　総額 200 万円程度
　　　一人年間上限 10 万円。海外視察は原則 50 万円。
応募方法 所定の申請書に必要事項を記入し，捺印の上，

下記宛て書留でお送りください（申請書は日
本下水道協会HPから取得可）。

応募締切日（1）①および②　2016 年 8 月 31 日
　（2）研修視察等の 2ヶ月前に該当する日

助成金交付（1）①および②　2016 年 10 月～11 月
　（2）研修視察等の 2週間前まで

申請書の送付先および問い合わせ先
　同基金平成 28 年度研究助成の募集と同じ


