
会告 ― 1

会 告 2016. 8

◇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

8月 20日（土） 日本水環境学会北海道支部見学会2016 北海道 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
26日（金） 微生物燃料電池セミナー2016～基礎からわかる微生物燃料

電池～
岐阜 本号

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 10日（土） 第49回 水環境フォーラム山口 山口 本号

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

金沢 39巻 7 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
27日（火）～28日（水） 第11回人工湿地ワークショップ2016 in 盛岡・花巻・雫石 盛岡 本号

10月 9 日（日）～14日（金） IWA World Water Congress & Exhibition 2016 ブリスベン 本号
24日（月）～25日（火） 第25回日韓水環境シンポジウム－アジアの水環境管理に向け

た新展開－
京都 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 39巻 6 号

10日（木）～11日（金） 第30回日本吸着学会研究発表会 長崎 本号
17日（木）～18日（金） 第15回上下水道膜セミナーおよび膜処理施設見学会 高知 本号
30日（水） 2016年日越水環境シンポジウム ハノイ 本号

12月 1 日（木）～ 2 日（金） 膜シンポジウム2016 大阪 本号
2 日（金） 日本水環境学会関西支部　第 6回研究発表会・総会 大阪 本号

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 39巻 6 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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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。

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。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
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

第 51回日本水環境学会年会への発表・参加申し込みを予定される方へ（入会案内）
　2017 年 3 月 15 日（水）～ 17 日（金）に熊本にて第 51 回日本水環境学会年会が開催されます。年会での発表申込はイ
ンターネットによる申し込みのみとなっております。また，発表申し込みの際に会員資格確認があり，会員資格のな
い方および入会手続き中の方の発表申し込みは受け付けられません。（発表申し込み開始は 9 月下旬予定です。）
　年会発表予定者は 2016 年 10月 31日（月）までに入会申し込み手続きを済ませ，会員番号を取得してください。（イ
ンターネットでの入会申し込み手続き後，年度会費の入金が確認できませんと会員番号は発行されませんので，お気
をつけください。）
　また，年会参加予定者につきましては，2017 年 2 月 13 日（月）までに同様の入会申し込み手続きをしてくだされば
会員価格でご参加いただけます。
　入会案内 URL：http://www.jswe.or.jp/joining/index.html
　なお，発表申し込みの詳細は9月号の会告に掲載されますが，発表申し込み締切は11月17日（木）頃となる予定です。
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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
 （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（1）
 （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）
・低コスト・省エネルギー型の水処理技術（2）

　・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。
参加費　（当日受付にてお支払いください）
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
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
 （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 30～40 分，路線バスで約 45 分

（760 円，朝夕 1 便のみ），秋田駅から追分駅ま
で JR で約 15 分，追分駅から徒歩で 20 分，タ
クシーで約 10 分，大学バスで 15～20 分

※秋田駅から大学までの臨時バス（予約優先，有料）
および追分駅から大学間の臨時バス（大学バス1台，
先着順，無料）を予定しています。詳細は HP に掲
載予定（予約・問い合わせ先：shuttle@jswe.or.jp）
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 （産学排水の処理・回収技術研究会）
・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　「秋田の水環境を訪ねて」

9 月 15 日（木）　8：20　JR 秋田駅集合
8：30～15：30（JR秋田駅）～16：00（秋田空港）（予定）
参加費：2,000 円（予定），昼食・保険料等
見 学場所＊（予定）：秋田駅～南部排水機場～滝の頭～

入道崎～八望台～寒風山～秋田駅～秋田空港
　　（＊雨天時は八望台～寒風山は中止し，入道崎の次に

なまはげ館の予定，その他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。
　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。
6 ．連絡・問い合わせ先
（公社）日本水環境学会　シンポジウム係
東京都江東区常盤2-9-7　グリーンプラザ深川常盤201
Tel：03-3632-5351　Fax：03-3632-5352
E-mail：nenkai@jswe.or.jp

第 25 回日韓水環境シンポジウム
－アジアの水環境管理に向けた新展開－

　第25回日韓水環境シンポジウム「アジアの水環境管理
に向けた新展開」（京都府京都市）を開催しますので，ご
案内申し上げます。
主　催 日本水環境学会，大韓環境工学会，
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 嶺南大学環境問題研究所
後　援 化学工学会環境部会
期　日 2016 年 10 月 24 日（月）～25 日（火）
 24 日（月）登録，シンポジウム，交流会
 25 日（火）視察見学
場　所 KKR京都くに荘（京都府京都市上京区河原町通

荒神口上る東入東桜町 27-3）
主　題 アジアの水環境管理に向けた新展開
参加費 10,000 円
交流会費 5,000 円
申込方法
　以下の項目を記入の上，メールにてお申し込みくださ
い。お申し込みいただいた方には，逐次，関連情報をメ
ールにてお知らせいたします。
　1）シンポジウム参加者の氏名と所属（和文と英文）
　2）連絡先（所属機関，住所，TEL，E-mail（必須））
参加申込締切 2016 年 10 月 7 日（金）
申し込み・問い合わせ先
　広島大学大学院工学研究院　中井智司
　Tel：082-424-7621
　E-mail：sn4247621@hiroshima-u.ac.jp

2016 年日越水環境シンポジウム

　日本水環境学会では，ベトナム・ハノイ市内でベトナ
ムの環境系企業団体，研究者との情報交換，日本企業に
よるベトナムにおける水環境ビジネスの促進を目的に日
越水環境シンポジウムを開催します。
主　催　日本水環境学会
期　日　2016 年 11 月 30 日（水）午後
場　所　ハノイ市内
内容（予定）：
　企業の事例紹介，交流ディスカッション
　詳細は次号，および学会 HP にてご案内いたします。
問い合わせ先
　日本水環境学会事務局（アジア連携推進委員会 担当）
　Tel：03-3632-5351　Fax：03-3632-5352
　E-mail：kokusai@jswe.or.jp

日本水環境学会北海道支部見学会 2016

　札幌市南区定山渓の鉱山，ダム内部，水道水源水質保
全事業の見学
主　催 日本水環境学会北海道支部
期　日 2016 年 8 月 20 日（土）（雨天決行）
 8：00～17：00
集合場所　JR 札幌駅北口「鐘の広場」
スケジュール
　 8：00　　　　 JR 札幌駅北口出発
　 8：30　　　　 地下鉄真駒内駅出発
　 9：30～11：20　  豊羽鉱山坑水処理設備，廃坑入り口，

ずり処分地見学
　11：30～12：30　昼食
　12：50～15：05　  豊平峡ダム見学：バルブ室から放水の

様子，堤頂，操作室，資料室を見学
　15：15～16：00　  豊平川水道水源水質保全事業（バイパ

ス工事），導水路，シールドマシンを見学
　17：00　　　　 JR 札幌駅北口解散
参加費 会員2,000円，非会員4,000円（変更の可能性あ

り。交通費，豊平峡ダム電気バス代，昼食費，
飲み物代，保険を含む）

定　員 先着 30 名
申込締切　2016 年 8 月 15 日（月）
申込方法 氏名，所属，連絡先（Tel/Fax，E-mail アド

レス等）をご記入の上，下記宛てメールもし
くは Fax にてお申し込みください。

申し込み・問い合わせ先
北海道大学工学研究院　佐藤久
〒060-8628　札幌市北区北 13 条西 8 丁目
Fax：011-706-6277
E-mail：qsatoh@eng.hokudai.ac.jp

第 49 回水環境フォーラム山口

　「水環境フォーラム山口」は，日本水環境学会中国・四
国支部の地域分科会活動の一環として，水環境に係わる
研究者・技術者の資質向上と行政・市民との交流促進を
目的として，年 2 回開催しております。
主　催　日本水環境学会中国・四国支部山口地域分科会
期　日　2016 年 9 月 10 日（土）13：00～17:30（予定）
場　所　山口県セミナーパーク研修室 101
　　　　（山口県山口市秋穂二島 1062）
プログラム
一般講演
・「マイクロバブルを利用した原油含有排水からの効率的

油水分離プロセスの検討」
　　山口大学　山本和輝
・「塩分含有排水からのリン回収のためのポリリン酸蓄積

細菌のスクリーニング」
　　山口大学　岡崎圭祐
・「孟宗竹を用いたアサリ保護育成手法の検討」

山口県環境保健センター　惠本佑ほか
特別講演
「Ocean Ninja Monitoring Project：海洋生物を使った
環境モニタリング手法」

福山大学　渡辺伸一先生
情報交換会
　本会終了後に山口県セミナーパーク交歓室にて開催
参加費等
　参加費：無料，資料代：500 円（学生無料）
　情報交換会：2,000 円
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申し込み
　講演会，情報交換会のそれぞれについてメールまたは
ファクスで以下へお申し込みください。
問い合わせ先

山口県環境保健センター環境科学部　谷村，惠本
〒753-0814　山口市朝田 535
Tel：083-924-3670　Fax：083-924-3673
E-mail：emoto.yuu@pref.yamaguchi.lg.jp

第 11 回人工湿地ワークショップ 2016
in 盛岡・花巻・雫石

　第11回人工湿地ワークショップ2016 in 盛岡を下記の
とおり開催いたします。人工湿地ワークショップは，人
工湿地による排水処理システムの普及と研究の促進を目
的に，2006年より毎年北海道と東北で交互に開催してい
ます。今年で11回目，久々の岩手県での開催です。皆様
のご参加をお待ちしています。
主　催 日本水環境学会東北支部人工湿地研究会ほか
共　催 日本水環境学会北海道支部
後　援 岩手県
期　日 2016 年 9 月 27 日（火）～28 日（水）
スケジュール
9月 27 日　一般研修会・研究発表会

13：15～15：15　一般研修会
15：30～18：00　研究発表会
20：00～　 　　交流会，宿泊（花巻温泉「風の季」）

9 月 28 日　現地見学会
 9：10～15：10　花巻市・雫石町の人工湿地
15：10　　　　 盛岡駅解散

発表会会場
盛岡駅西口「アイーナ」いわて県民情報交流センター
804B会議室（http://www.iwate-pu.ac.jp/outside/aina
/room.html）

交流会・宿泊場所
　花巻温泉「風の季」（http://kazenotoki.jp/）
申し込み締切　2016 年 8 月 26 日（金）
申し込み・問い合わせ先
　岩手県立大学総合政策学部　辻　盛生
　E-mail：m_tsuji@iwate-pu.ac.jp
　Tel：019-694-2790　Fax：019-694-2701
　なお申込み方法ならびに参加費など詳細につきまして
は日本水環境学会東北支部 HP をご覧ください。
　URL：http://jswetohoku.web.fc2.com/

日本水環境学会関西支部
第 6回研究発表会・総会

　日本水環境学会関西支部第 6 回研究発表会・総会を以
下の要領で開催いたします。
主　催　日本水環境学会関西支部

期　日　2016 年 12 月 2 日（金）9：00～17：00
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）
参加費（予定）　一般 2,000 円　学生無料
プログラム（予定）

 9：00～12：00　一般発表
13：00～13：30　関西支部総会・表彰式
13：30～15：30　一般発表
15：30～16：15　特別講演
16：15～17：00　関西支部各賞受賞者講演
17：30～　　　 懇親会
研究発表募集
　会員，非会員，既発表，未発表を問いません。関西の
水環境に関する全ての分野の発表を歓迎します。下記要
領で，申込および発表原稿の送付を行ってください。原
稿はA4で 2～6ページです。申し込み者には執筆要領を
お送りします。研究発表の採否については，実行委員会
の判断にご一任ください。発表はハイブリッド形式にな
る場合があります。優秀な発表については表彰します。
申込方法
　発表者の所属，氏名，連絡先（住所，Tel, Fax, E-mail
アドレス），講演題目，を任意の形式で記載して下記申込
先へE-mail でお送りください。E-mail の標題は「水環境
関西6発表申込」としてください。申込後2，3日経過し
ても受取確認のメールが届かない場合は，下記申込先へ
お問い合わせください。
申込締切　2016 年 9 月 16 日（金）
原稿締切　2016 年 11 月 18 日（金）
申し込み・問い合わせ先

島田洋子（京都大学院工学研究科都市環境工学専攻）
〒615-8540　  京都市西京区京都大学桂
　　　　　　Ｃクラスター C1-3
Tel：075-383-3357　Fax：075-383-3358
E-mail：shimada@risk.env.kyoto-u.ac.jp

微生物燃料電池セミナー 2016
～基礎からわかる微生物燃料電池～

主　催　日本水環境学会電気化学的技術研究委員会
期　日　2016 年 8 月 26 日（金）　9：00～17：00
場　所　岐阜大学（岐阜市柳戸 1-1）
プログラム

講習：微生物燃料電池の原理と現在の性能ほか
実験実習（A，B コースから 1 つ選択）
　Ａコース：1 槽型微生物燃料電池の作成
　Ｂコース：微生物燃料電池の発電能力の評価
申し込み方法　Web サイトから申し込み
申込締切　講習 8/21（日）　実験実習 8/17（水）
参 加 費 　　　　 　本会会員　 　　非会員
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　　　　　講　習　　　 2,000　　　　 5,000
　　　　　実習Ａ　　　10,000　　　　15,000
　　　　　実習Ｂ　　　 6,000　　　　10,000
 （学生・高校生は以下詳細 URL をご参照ください）
詳細URL

http://www.green.gifu-u.ac.jp/̃ichihashi/MFCJ/
MFCseminar2016.html

問い合わせ先
岐阜大学流域圏科学研究センター　市橋修
〒501-1193　岐阜市柳戸 1-1
Tel：058-293-2069　Fax：058-293-2079
E-mail：ichihasi@gifu-u.ac.jp

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）
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）
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）
　　　　　　　　　（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
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　E-Mail：konta.akehiro@travel-i.net

他学会関連行事

第 30 回日本吸着学会研究発表会

主　催　日本吸着学会
協　賛 日本表面科学会，日本熱測定学会，日本水環境

学会ほか
期　日　2016 年 11 月 10 日（木）～11 日（金）
場　所　長崎大学文教キャンパス（長崎市文教町 1-14）
プログラム 決定後，学会 HP に掲載予定（詳細は URL

をご参照ください）
申し込み方法　学会 HP よりお申し込みください
参加申込締切　（事前予約締切）2016 年 9 月 30 日（金）
参加費　詳細は URL をご参照ください
詳細URL　 http://www.j-ad.org/annual_meeting/
問い合わせ先
　日本吸着学会実行委員会　森口　勇
　〒852-8521　長崎県長崎市文教町 1-14
　Tel/Fax：095-819-2669
　E-mail：ads30ngk@gmail.com

第 15 回上下水道膜セミナーおよび
膜処理施設見学会

主　催　膜分離技術振興協会
期　日 ①第 15 回上下水道膜セミナー
 2016 年 11 月 17 日（木）13：00～17：00
 高知県立ふくし交流プラザ
 （高知県高知市朝倉戊 375-1）
 ②膜処理施設見学会
 2016 年 11 月 18 日（金）10：00～12：00
 梼原浄化センター（800 m3/日）および四万川浄

化センター（94.5 m3/日）（高知県高岡郡梼原町）
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 11,000 円，非会員 13,000 円，
 国・地方自治体 5,000 円，学生 3,000 円
 （見学マイクロバス代・昼食代含む）
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 11 月 10 日（木）
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

膜シンポジウム 2016

主　催 日本膜学会
協　賛 化学工学会・高分子学会・日本水環境学会ほか
期　日 2016 年 12 月 1 日（木）～2 日（金）
場　所 関西大学100周年記念会館（吹田市山手町3-3-35）
プログラム　“膜の科学と技術～基礎から最先端まで”を
主題とし，人工膜・生体膜・境界領域，さらには膜に関
連した幅広い科学・技術に携わる研究者が一堂に会して
活発な議論を行い，膜の科学と技術の更なる発展のため
の議論の場にしたいと考えています。分野を問わず，膜
の科学と技術に関する基礎から応用，そして実用化から
最先端までの広範囲にわたる研究成果をご発表ください。
申込締切　2016 年 10 月 21 日（金）
参 加 費　  協賛学会員 8,000円（当日 9,000円），非会員 

11,000 円（当日 12,000 円），学生 3,000 円
問い合わせ・申し込み先

日本膜学会事務局　
〒113-0033　東京都文京区本郷 5-26-5
Tel/Fax：03-3815-2818　
E-mail：membrane@mua.biglobe.ne.jp
URL：http://maku-jp.org/

おしらせ

平成28年度「水環境文化賞」の推薦募集について

　水環境文化賞は水環境の保全・創造に関する社会文化
活動が顕著である団体あるいは個人に贈られます。自薦，
または日本水環境学会会員からの推薦による受賞候補者
を受け付けします。推薦方法は以下の通りですが，詳細
につきましては学会事務局にお問い合わせください。受
賞者は来年 3 月の日本水環境学会第 51 回年会（熊本大
学：熊本市）表彰式（3 月 16 日）にて表彰状が授与され
ます。たくさんのご応募をお待ちしています。
被推薦資格 水環境の保全・創造に関する社会文化活動

に積極的に取り組んでいる団体あるいは個
人。本会の会員／非会員は問いません。

応 募 方 法 学会ホームページより応募用紙をダウンロ
ードし，以下 1）～6）の必要事項を記入の
上，活動を示す書類と併せて下記提出先に
送付ください。なるべく，下記E-mail への
電子ファイルでの提出をお願いします。な
お，評価ポイントは学会ホームページでご
覧になれます。

 1） 被推薦団体名或いは被推薦者氏名，連絡先住所，Tel
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番号，E-mail アドレス
 2）活動概要（300 字以内）
 3）対象とする社会文化活動内容
 4）広報活動など（200 字以内）
 5）推薦者の推薦理由（500 字程度）
 6） 推薦者の氏名，住所，所属，Tel 番号，E-mail アド

レス（自薦も可）
応募書類の作成に当たっては，当学会の支部にご相談頂
けます。支部の連絡先は，下記，学会事務局にお問い合
せください。
提出期限　2016 年 10 月 6 日（木）（必着）
提出・問い合わせ先（学会事務局）
（公社）日本水環境学会「水環境文化賞」係
〒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：info@jswe.or.jp

平成 28 年度「水環境文化賞児童・生徒の部
（みじん子賞）」の推薦募集について

　水環境文化賞児童・生徒の部（みじん子賞）は地域の
水環境保全・創出に貢献した小・中・高校生のグループ
に贈られます。本年度は年会開催地である九州沖縄支部
エリア（福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，
沖縄）から選考されます。自薦，または水環境学会会員
からの推薦による受賞候補者を受け付けします。詳細に
つきましては学会事務局にお問い合わせください。受賞
者は来年3月の日本水環境学会第51回年会（熊本大学：
熊本市）表彰式（3月16日）にて表彰状が授与されます。
たくさんのご応募をお待ちしています。
被推薦資格 地域の水環境保全・創出に努力している小

学生，中学生もしくは高校生のグループ等。
本会の会員／非会員は問いません。

応 募 方 法 学会ホームページより応募用紙をダウンロ
ードし，以下 1）～6）の必要事項を記入の
上，活動を示す書類と併せて下記提出先に
送付ください。なるべく，下記E-mail への
電子ファイルでの提出をお願いします。評
価ポイントは学会ホームページでご覧にな
れます。

 1） 被推薦団体名或いは被推薦者氏名，連絡先住所，Tel
番号，E-mail アドレス

 2）活動概要（300 字以内）
 3）対象とする社会文化活動内容
 4）広報活動など（200 字以内）
 5）推薦者の推薦理由（500 字程度）
 6） 推薦者の氏名，住所，所属，Tel 番号，E-mail アド

レス（自薦も可）
応募書類の作成に当たっては，当学会の支部にご相談頂

けます。支部の連絡先は，下記，学会事務局にお問い合
せください。
提出期限　2016 年 10 月 6 日（木）（必着）
提出・問い合わせ先（学会事務局）
（公社）日本水環境学会
　　　　「水環境文化賞児童・生徒の部」係
〒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：info@jswe.or.jp

第 11 回日本水環境学会関西支部
関西水環境賞，奨励賞，社会・文化賞

推薦のお願い

　日本水環境学会関西支部では，下記の賞を設け，水環
境に関する優れた成果や貢献，活動等を表彰します。適
切な候補者・団体等をご推薦ください。
関西水環境賞
　水環境研究，水環境技術の開発，あるいは水環境の保
全・創造に係る実務に関して，優れた成果や顕著な貢献
をなしたと認められる支部個人正会員，または団体正会
員およびこれに所属する個人に授与。
1．応募方法・資格：自薦または他薦，年齢等制限なし。
2．応募書類：以下の書類を提出ください。
　ａ．推 薦 書： 関西支部ホームページ（http://www.

jswe-kansai.com/）より所定の推薦書
様式をダウンロードし，「水環境に関す
る研究（様式 A），水環境技術の開発

（様式 B），水環境の創造保全に関する
実務（様式C）」の中から該当する業績
を1種類選択し，必要事項を記載。A4
用紙 2 ページで提出。

　ｂ．関連資料： 論文，総説，ノート，報告，発表要旨，
雑誌，書籍，特許，カタログ等

3．提出方法： 推薦書と関連資料は原則 PDF 化し，元の
XLS ファイルと共に CD に書き込むと同
時に各 1 部印刷し，PDF 化し難い資料等
1 部とともに郵送。

4．締め切り：2016 年 9 月 9 日（金）（必着）
5．提 出 先：大阪工業大学工学部環境工学科
　　　　　 　駒井幸雄（教授；選考委員長）
　　　　　 　〒535-8585　大阪市旭区大宮 5 丁目 16-1
　　　　　 　E-mail：komai@env.oit.ac.jp
奨励賞
　水環境研究，水環境技術の開発，あるいは水環境の保
全・創造に係る実務に関して，独創的・特徴的な成果や
貢献を有し，将来を期待される当該年度 4 月 1 日の時点
で40歳未満の支部個人正会員，または団体正会員に所属
する個人に授与。
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1．応募方法・資格：原則他薦，2016 年 4 月 1 日時点で
40 歳未満。

2．応募書類・提出方法・締め切り・提出先：関西水環境
賞と同じ。

3．受付後，被推薦者には別途調書を提出していただきま
す。

社会・文化賞
　関西地域で水環境の保全・創造に関する社会・文化活
動が顕著な団体または個人に授与。
1．応募方法・資格：自薦または他薦，年齢等制限なし。

当学会の会員・非会員を問わない。
2．応募書類：以下の書類を提出ください。
　ａ．推 薦 書：関西水環境賞と同じ。
　　　　　　　　ただし A4 用紙 1 ページで提出。
　ｂ．関連資料：対象の社会・文化活動がわかる資料等
3．提出方法：関西水環境賞と同じ。
4．締め切り：2016 年 9 月 9 日（金）（必着）
5．選考委員長：竺　文彦（選考委員長）
6．提 出 先：京都大学工学研究科　都市環境工学専攻

　　島田洋子（関西支部幹事長）
　　〒615-8540　京都市西京区京都大学桂
　　　　　　　　Ｃクラスター C1-3
　　E-mail：shimada@risk.env.kyoto-u.ac.jp

受賞講演と水環境文化賞への推薦について
　各受賞者には関西支部総会（本年12月上旬～中旬を予
定）において受賞講演をお願いいたします。また，社会・
文化賞に推薦された団体は，当学会の水環境文化賞に支
部から推薦させていただく場合があります。

公立大学法人秋田県立大学　教員募集

募集人員　助教，1 名
所　　属 生物資源科学部 生物環境科学科 陸域生物圏

グループ
専門分野　大気・水圏環境学分野
採用予定日　2017 年 4 月 1 日（土）

※応募資格，勤務条件・応募書類，応募方法，選考方
法，等詳細は下記 URL をご参照ください。

応募期限　2016 年 9 月 30 日（金）必着
詳細URL

http://www.akita-pu.ac.jp/fi le_out.htm?serial_no=2303
問い合わせ先

秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科
大気・水圏環境学分野教員選考委員長　蒔田明史
〒010-0195　秋田市下新城中野字街道端西 241-438
Tel：018-872-1619
E-mail：makita@akita-pu.ac.jp

国立環境研究所エコチル調査コアセンター，
特別研究員の公募

募集人員　特別研究員（ポスドク相当），若干名
所　　属   環境リスク・健康研究センター，エコチル調

査コアセンター，研究開発室
専門分野 分析化学，衛生工学，曝露科学，環境化学等

に関する専門知識を有すること。
応募資格 採用時点で，博士の学位あるいは同等と認め

られる資格を有し，当該学位または資格取得
から5年以内であること。詳細は下記URLを
ご参照ください。

採用予定日　採用決定後のなるべく早い時期。
応募方法 郵送による。（封筒に朱書きで「エコチル調査

コアセンター特別研究員応募書類」と記載す
ること）

応募期限 随時受付，ただし適任者が見つかり次第締め
切ります。

詳細URL
http://www.nies.go.jp/osirase/saiyo/20160621-2.pdf
問い合わせ先

国立研究開発法人国立環境研究所
〒305-8506　茨城県つくば市小野川 16-2
Tel：029-850-2786
E-mail fabre@nies.go.jp

有明工業高等専門学校
准教授または講師の公募

募集人員　准教授または講師　1 名
所　　属 創造工学科（環境・エネルギー工学系）
専門分野　環境学・生態学に関連した分野
応募資格　（1）博士の学位を有する方

　　　　それ以外は以下詳細 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　以下詳細 URL をご参照ください。
応募期限　2016 年 11 月 30 日（水）　17 時必着
詳細URL

https://www.ariake-nct.ac.jp/teacher-applicants
問い合わせ先

独立行政法人国立高等専門学校機構　
有明工業高等専門学校創造工学科環境生命コース長
小林正幸
〒836-8585　福岡県大牟田市東萩尾町 150
Tel：0944-53-8738　Fax：0944-53-8869
E-mail：mkoba@ariake-nct.ac.jp

第 20 回尾瀬賞募集

主　催　尾瀬保護財団



会告 ― 11

会告 2016. 8

目　的
　「湿原の保全」に関して行われた優れた学術研究を顕彰
することにより，この分野の学術的・学際的研究の伸展
を図ること，および環境保全に関する関心を高めること
を目的とします。

＊賞の内容・応募方法の詳細は下記HPをご覧ください。
募集締切　2016 年 8 月 31 日（水）（当日消印有効）
選　考
　尾瀬賞選考委員会が選考し，尾瀬賞運営委員会の審査
を経て，2017年3月までに尾瀬保護財団理事長が決定する。
授賞式
　2017年 6月開催。授賞式において受賞者には記念講演
または報告書への寄稿をお願いします。
応募用紙送付先・問い合わせ先
　（公財）尾瀬保護財団事務局「尾瀬賞」係
　〒371-8570　群馬県前橋市大手町 1-1-1 群馬県庁内
　Tel：027-220-4431　Fax：027-220-4421
　E-mail：oze-prize@oze-fnd.or.jp
　URL：http://www.oze-fnd.or.jp/

りそなアジア・オセアニア財団
平成 28 年度環境事業

環境プロジェクト助成募集

テ ー マ
　アジア・オセアニア諸国や地域における水や緑をテー
マにした自然環境の保護や整備を目的とする事業。
助成対象
　アジア・オセアニア諸国や地域における豊かな緑とき
れいな水を守る事業。当該地域ですでに萌芽的な活動が
行われ，応募者がすでに何らかの形で活動に関与してい
る事業。
助成金額
　1 人あたり 50 万円～100 万円
応募の方法
　財団所定の「申込書」に記入の上，書留にて送付。
募集期間　2016 年 8 月 31 日（水）（必着）

＊詳細は下記 HP をご覧ください。
応募書類提出先・問い合わせ先
　（公財）りそなアジア・オセアニア財団
　〒541-0051　大阪市中央区備後町 2-1-1
　　　　　　　第 2 野村ビル 5F
　Tel：06-6203-9481　Fax：06-6203-9666
　E-mail：info@resona-ao.or.jp
　URL：http://www.resona-ao.or.jp/

平成 28 年度持続可能な社会づくり活動
表彰募集について

表彰対象 持続可能な社会づくりに顕著な功績のあった
日本国内に主たる事務所を有する企業・団体

表彰内容 環境大臣賞，環境生活文化機構会長賞，環境
生活文化機構理事長賞

決定期間 平成 28 年 10 月までにホームページで受賞者
を公表します。

応募方法 募集要項をご覧の上，所定の推薦書に必要事
項をご記入の上，必要書類を添付し，下記へ
ご郵送ください。

応募締切　2016 年 8 月 31 日（水）必着
詳細URL

http://www.elco.or.jp/introduction/commendation.
html
問い合わせ先

公益社団法人環境生活文化機構　事務局
〒105-0003　東京都港区西新橋 1-20-10
　　　　　　サンライズ山西ビル 6F
Tel：03-5511-7331　Fax：03-5511-7336
E-mail：elco.inc@trust.ocn.ne.jp

東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成
候補者推薦について

1．東レ科学技術賞
対象：
　本会に関する分野で，学術上の業績が顕著な方，学術
上重要な発見をした方，効果が大きい重要な発明をした
方，技術上重要な問題を解決して，技術の進歩に大きく
貢献した方。2 件。
賞：1 件につき金メダルおよび副賞賞金 500 万円。
2．東レ科学技術研究助成
対象：
　本会に関する分野で，国内の研究機関において，自ら
のアイディアで萌芽的研究に従事しており，かつ今後の
研究成果が科学技術の進歩，発展に貢献するところが大
きいと考えられる若手研究者（原則として推薦時45歳以下）。
助成金額：
　総額1億3千万円。1件3千万円程度まで，計10件程度。

＊詳細はHP（http://www.toray.co.jp/tsf/index.html）
をご覧ください。

推薦方法
　学会推薦を要します。応募を希望される方は本会事務
局にお問い合せください。本会への申請書類の提出期限
は 9 月 9 日（金）といたします。
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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/

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，E-mail または Fax 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
　　　　　　　　　　E-mail：infobio@jswe.or.jp

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）  送付先 1 ヵ所あたりの購入数が合計 500 部以上の場合は，当方で送料を負
担いたします。500 部未満は実費をご負担願います。

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。




