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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

2019年

8 月 28日（水）～30日（金） 第23回日本水環境学会 流域物質動態とノンポイントソース
研究委員会「ワークショップ in 岡山」

岡山 本号

9 月 5 日（木）～ 6 日（金） 第22回日本水環境学会シンポジウム 札幌 本号

7 日（土） 第55回水環境フォーラム山口「生ごみバイオガス利用の現状」 山口 本号

7 日（土）～ 8 日（日） 第14回人工湿地ワークショップ2019 in オホーツク
（紋別・滝上・西興部）

北海道 本号

18日（水）～19日（木） 日本腐植物質学会第35回講演会および総会 北海道 本号

19日（木）～21日（土） 第30回廃棄物資源循環学会研究発表会 仙台 本号

10月 7 日（月）～10日（木） 7th IWA Specialist Conference on Natural Organic Matter
IWA 水中の天然有機物に関する専門家会議（NOM 7）

東京 本号

8 日（火）～ 9 日（水） 第25回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 大阪 本号

26日（土） 2019年度土壌物理学会大会 つくば 本号

27日（日）～29日（火） 第 1 回日韓水環境若手研究者シンポジウム
－アジアの水環境保全に向けたシステムと技術の新展開－

鹿児島 本号

27日（日）～31日（木） 19th IWA International Conference on Diffuse Pollution 
and Eutrophication（DIPCON 2019）

Korea 本号

31日（木）
 ～11月 3 日（日）

The 8th IWA-ASPIRE Conference & Exhibition 2019 香港 本号

11月 1 日（金） 2019年度日本水環境学会関西支部見学会 大阪 本号

13日（水）～15日（金） 4th International Anammox Symposium IANAS 2019 大阪 42巻 4 号

16日（土） 令和元年度日本水環境学会中部支部研究発表会および講演会 静岡 本号

17日（日）～20日（水） The 8th IWA Microbial Ecology and Water Engineering 
Specialist Conference （MEWE 2019）

広島 本号

25日（月）～27日（水） 第11回エコデザイン国際シンポジウム（EcoDesign2019） 横浜 42巻 3 号

2020年

3 月 16日（月）～18日（水） 第54回日本水環境学会年会 盛岡

9 月 9 日（水）～10日（木） 第23回日本水環境学会シンポジウム 宮崎

10月 3 日（土）～ 4 日（日） WET2020（Water and Environment Technology Conference 
2020）

熊本

18日（日）～23日（金） IWA World Water Congress ＆ Exhibition 2020 コペンハーゲン 本号
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本会関連行事

第 22 回日本水環境学会シンポジウム 
参加申し込み案内

　第 22 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。各研究委員会のセッション，本部企画，
本部企画（全国環境研協議会共催）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 2019 年 9 月 5 日（木）～6 日（金）
会　場 北海学園大学工学部（山鼻キャンパス）

（北海道札幌市中央区南 26 西 11-1-1）
注 1： 北海学園大学は 2019 年 7 月 1 日からキャ

ンパス内全面禁煙です
注 2： 地下鉄東豊線「学園駅」直結の「豊平キャ

ンパス」ではありません。ご注意ください。
注 3：無料 WiFi は使用できません。

交　通 JR 札幌駅からバスで約 25 分（詳細下記 URL）
https://www.hgu.jp/about/yamahana-campus.html#access

2019 年度学生会員の募集について
　本会では，ただ今 2019 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 2019 年 4 月 1 日～ 2020 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
　2016 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 2013 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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2 ．内　容
若手研究紹介（オルガノ）セッション（発表審査）

5 日（木）午前
年間優秀論文賞（メタウォーター賞） 受賞者講演

5 日（木）17：10 ～ 17：50
研究委員会，本部企画セッション

5 日（木） 午前（9：00～12：30）
塩分が変化し成層しやすい汽水域をどうするか～課題
と展望 （汽水域研究委員会）
防災・減災から水環境を考える
 （身近な生活環境研究委員会）
今，地域の水環境行政を創造する
 （本部企画・全国環境研協議会共催）
 （地域水環境行政研究委員会）
5 日（木） 午後（13：30～17：00）
薬剤耐性菌による水環境汚染とその制御
 （水中の健康関連微生物研究委員会）
塩分が変化し成層しやすい汽水域をどうするか～課題
と展望 （汽水域研究委員会）
嫌気性バイオテクノロジーの技術開発と応用
 （嫌気性微生物処理研究委員会）
インフラの質を上げる膜
 （膜を用いた水処理技術研究委員会）
環境エンジニアリングにおける電気化学的技術
 （電気化学的技術研究委員会）
環境技術実証事業で実証した水質浄化等技術
 （本部企画）

6 日（金） 午前（9：00～12：30）
　海外事業を見据えた水処理

 （産業排水の処理・回収技術 研究委員会）
農産業に関わる水・バイオマス利用の持続性を考える
 （農産業に関わる水・バイオマス循環技術研究委員会）
流域から湿地・沿岸域の動態・保全・再生と亜寒帯の
環境 （湿地・沿岸域研究委員会）
複合微生物解析をルーツとして展開する水環境研究
 （微生物生態と水環境工学研究委員会）
流域物質動態におけるノンポイントソース研究の意義
（流域物質動態とノンポイントソース
 （旧ノンポイント汚染研究委員会））

熱帯亜熱帯地域の多様な水質浄化技術
 （熱帯・亜熱帯地域水環境研究委員会）

6 日（金）午後（13：30～17：00）
表流水を原水とする浄水場への UV 適用　その意義と
課題 （紫外線を利用した水処理技術研究委員会）
水質環境基準（指針）値はバイオアッセイの結果から
設定可能か？
 （バイオアッセイによる安全性評価研究委員会）
生物膜機能を応用した「いさはや新池」流域等の環境
再生保全のための国内外総合戦略

 （生物膜法研究委員会）
環境リスク把握への MS 技術の活用
 （MS 技術研究委員会） 

懇親会　 9 月 5 日（木）18：45～20：45
　メルキュールホテル札幌
　（札幌市中央区南 4 条西 2 丁目）

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 5,000 円 6,000 円
学 生 会 員 3,000 円 4,000 円
非　会　員 18,000 円 19,000 円
学生非会員 8,000 円 9,000 円
懇親会費＊ 4,000 円 5,000 円

＊：参加者に同伴して懇親会に参加する家族 
（小学生以下）は無料

（2）予約申込方法
　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 19 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 23 日（金）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。8 月 26 日（月）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。

振込先銀行：三菱 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
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された場合は，お手数ですが参加者は各自で印刷してご
自分の名前に印をつけ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・斡旋等行いませんので，各自で手配
願います。
5 ．託児施設
　札幌市内（主に中心部）には乳幼児の一時預かり（有
料）をおこなっている保育園があります。ご希望の方は
直接施設までご連絡ください。
　詳細は https://tokukita.jp/nyuyouji/hoikuen-ichijiazu 
kari.html#i をご覧ください。
　また，託児施設利用の補助を予定しています。施設を
ご利用の方は takuji@jswe.or.jp にもご連絡ください。
6 ．連絡・問合せ先
（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 号
Tel：03-3632-5351　Fax：03-3632-5352
E-mail：nenkai@jswe.or.jp

第 55 回水環境フォーラム山口 
「生ごみバイオガス利用の現状」

主　催　日本水環境学会中国・四国支部
共　催　山口県環境保健センター
期　日　2019 年 9 月 7 日（土）
場　所　山口大学工学部 D 講義棟 D11 講義室
　　　　（山口県宇部市常盤台 2 丁目 16-1）
プログラム（予定）

【講演】13：00～17：00
食品リサイクルループ構築に向けた宇部市の取り組み
　（宇部市地域エネルギー・バイオマス 

 産業都市推進グループ　大村　浩誌　氏）
地下設置式バイオガスプラント
　 （株式会社コプロス技術開発部　廣川　宏康　氏）
生ごみを用いたメタン発酵・バイオガス生産
 　（県立広島大学生命環境学部　西村　和之　氏）
メタン発酵消化液の農地還元について
　 （農研機構農村工学研究部門　山岡　　賢　氏）
近隣の生ごみバイオガス利用施設の運用実態報告
　 （山口大学大学院創成科学研究科　関根　雅彦　氏）
フリーディスカッション
　 （司会：山口大学　関根　雅彦　氏）

【懇親会】17：30～19：00
山口大学工学部福利厚生棟 1 階喫茶室（会費 2000 円）
最新情報は以下詳細 URL をご参照ください。
参加申し込み方法　講演会・懇親会のそれぞれについて，
下記の詳細 URL よりお申し込みください。
参加申込締切　2019 年 8 月 23 日（金）※当日参加も可
能ですが，できるだけ事前申し込みをお願いします。

参加費　資料代として 500 円（学生は無料）※当日お支
払いください。
詳細 URL
http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kanno/mkfymgc/55/
問い合わせ先

第 55 回水環境フォーラム山口事務局
（代表：山口大学　神野有生）
〒755-8611　山口県宇部市常盤台 2 丁目 16-1
E-mail：mkfymgc@yamaguchi-u.ac.jp

第 14 回人工湿地ワークショップ 2019  
in オホーツク（紋別・滝上・西興部）

主　催 日本水環境学会東北支部人工湿地研究会，農研
機構東北農業研究センター

共　催　日本水環境学会北海道支部
期　日　2019 年 9 月 7 日（土），8 日（日）
場　所　紋別市民会館（紋別市潮見町 1 丁目 4 番 3 号）
プログラム
9 月 7 日（土）　事例研究発表会 13：30～17：30
　13：30～14：00　受付
　14：00～17：30　事例研究発表会
　18：30～　　　 情報交換会
9 月 8 日（日）　現地見学会 8：00～17：30
　滝上町　：搾乳牛舎排水処理施設
　西興部村：酪農メタン発酵消化液処理施設
申し込み方法
　E-mail にてお申し込みください。

＊詳細は下記 URL をご覧ください。
参加申込締切 2019 年 8 月 27 日（火）
参加費用 無料
詳細 URL http://jswetohoku.web.fc2.com/
申し込み・問い合わせ先

東北工業大学　矢野　篤男
E-mail：yano-t@tohtech.ac.jp
Tel：022-305-3961
農研機構東北農業研究センター　加藤　邦彦
E-mail：katokuni@affrc.go.jp
Tel：019-643-3464　Fax：019-641-7794

2019 年度日本水環境学会関西支部見学会

　日本水環境学会関西支部では，2019 年度見学会を，大
阪市平野区の平野下水処理場および「くらしの博物館」
で行います。
　平野下水処理場は，大阪市東南部と，隣接する東大阪
市，八尾市域の下水のほぼ全量を高度処理している施設
で，通常の水処理に加えて，汚泥固形燃料化事業（汚泥
炭化炉）を実施し，さらに，アナモックス細菌を利用し
た脱水分離液の処理施設を導入しています。
　また，そのあと見学する「くらしの博物館」は，平野
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区の豪農であった辻元家の本宅として，江戸時代に建設
された近世和風建築で，主展示室である衣装蔵のほか，
屋敷内のいたる所に，辻元家が所有していた絵画，茶器
などが展示公開されております。
　多数の皆さんのご参加をお待ちしています。
主　催　日本水環境学会関西支部
期　日　2019 年 11 月 1 日（金）13：15～17：30（予定）
　　　　荒天中止
行　程
13：15 　　　　 集合：平野下水処理場（大阪市平野区加

美北 2 丁目 6 番 69 号）
　　　　　　　  https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu 

/page/0000141050.html
13：15～14：45　 平野下水処理場：水処理・脱水分離液処

理施設（アナモックス施設）見学
14：45～15：15　平野下水処理場：平野せせらぎの里
15：15～16：45　 平野下水処理場：汚泥固形燃料化事業

（汚泥炭化炉）見学
17：00～17：30　 旧辻元家住宅内「くらしの博物館」（大阪

府大阪市平野区加美鞍作 1-3-19）見学
17：30　　　　 解散：JR 大和路線「加美駅」

※ 18：00～20：00　希望者対象に「くらしの博物館」敷
地内「がんこ平野郷屋敷」にて懇親会開催〈会費
5,000 円（予定）〉

参加費　 無料（ただし，非会員については移動車両代の
み徴収）

定　員　30 名（先着順）
締　切　2019 年 10 月 18 日（金）
申し込み方法　①参加者の氏名（ふりがな），②会員・非
会員の別，③会員の方は会員番号，④連絡先（所属団体
名，住所，電話番号：できれば携帯番号，E-mail アドレ
ス），⑤懇親会参加・不参加　をご記入の上，下記宛に
E-mail でお申し込みください。

※なお，大阪市平野下水処理場からの依頼により，参
加者のご所属およびお名前を同処理場に提出いたし
ます。ご同意いただけない場合は，申し込み時にお
申し出ください。

申し込み・問い合わせ先
株式会社日吉　技術部分析研究課　川嵜悦子
〒523-8555　 滋賀県近江八幡市北之庄町 908 番
Tel：0748-32-5001

　E-mail：e.kawasaki@hiyoshi-es.co.jp

令和元年度日本水環境学会中部支部 
研究発表会および講演会

　日本水環境学会中部支部では支部会員および関連団体
の技術研鑚と情報交換を目的に令和元年度日本水環境学
会中部支部研究発表会および講演会を下記のとおり開催
します。とくに大学学部生，大学院生，若手の社会人研

究者の方々のご発表を歓迎します。また，日頃より地域
の水環境問題に取り組まれている市民団体や NPO，高校
生のみなさんも，会員の推薦があれば発表機会を提供し
ます。
　研究意欲の増進を目指し，優秀なポスター発表に対し
て表彰を行います。
　多くの皆様のご参加をお待ちしています。
主　催　日本水環境学会中部支部
期　日　2019 年 11 月 16 日（土）12：00～16：20
場　所　パルシェ会議室（静岡市葵区黒金町 49）
プログラム
　12：00～　研究発表会
　14：30～　 講演会　「沿岸海域における水質環境と底棲

生物の変遷について－伊勢・三河湾や浜名湖
の今後－」　

 （瀬戸内海区水産研究所　生産環境部
 　浜口　昌巳 氏）
　16：00～　研究発表会表彰式
申し込み方法　申込書等はメールで以下へご請求ください。
参加申込締切　発表申込：9月2日（月）～10月16日（水）
　　　　　　　参加申込：9 月 2 日（月）～11 月 5 日（火）
参加費　無料（ただし，事前申し込みが必要です。）
問い合わせ先
（公社）日本水環境学会中部支部事務局（静岡県環境衛
生科学研究所）
〒420-8637　静岡県葵区北安東 4-27-2
Tel：054-245-2130　Fax：054-245-7636
E-mail：kantai@pref.shizuoka.lg.jp

第 23 回日本水環境学会 
流域物質動態とノンポイントソース研究委員会 

「ワークショップ in 岡山」

主　催 日本水環境学会　流域物質動態とノンポイント
ソース研究委員会

期　日 2019 年 8 月 28 日（水）～30 日（金）
場　所 岡山県全域
スケジュール
8 月 28 日（水）

12：20　岡山駅集合
午後： フィールドワーク（Ⅰ）卯根倉鉱業（株）鉱山

排水処理施設見学
夜：ワークショップ（Ⅰ）グループディスカッション

8 月 29 日（木）
午前： フィールドワーク（Ⅱ）日本原子力研究開発機

構 人形峠環境技術センター 見学
午後： ワークショップ（Ⅱ）講演会，学生による研究

発表とディスカッション
夜：ワークショップ（Ⅲ）グループディスカッション
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8 月 30 日（金）
午前： フィールドワーク（Ⅲ）倉敷 2018 年西日本豪雨

被災地視察および河川付け替え工事見学
　　　（倉敷駅を経由し岡山駅へ移動）
13 時頃　岡山駅にて解散
※スケジュールは今後変更になる可能性があります。
※見学施設等へは貸し切りバスで移動します。

参加費 社会人 10,000 円 学生 6,000 円（資料代・現地交
通費等。宿泊費，昼食費，懇親会費別。）

宿泊費 山荘やなはら（8/28，29）：12,000 円程度（2 泊，
朝食・夕食込，実費徴収）

定　員 40 名
問合せ先

永禮英明（岡山大学大学院環境生命科学研究科）
Tel：086-251-8843　E-mail：nagare-h@okayama-u.ac.jp
佐藤祐一（滋賀県琵琶湖環境科学研究センター）
Tel：077-526-4044　E-mail：sato-y@lberi.jp

詳細 URL http://www.jswe-nonpoint.com/

第 1 回日韓水環境若手研究者シンポジウム 
－アジアの水環境保全に向けた 

システムと技術の新展開－

主　催　 日本水環境学会湿地・沿岸域研究委員会，嶺南
大学環境問題研究所

後　援 化学工学会環境部会，環境科学会化学物質管理
戦略研究会，クリタ水・環境科学振興財団

期　日　2019 年 10 月 27 日（日）～29 日（火）
　　　　27 日（日）登録，歓迎会
　　　　28 日（月）登録，シンポジウム，交流会
　　　　29 日（火）視察見学
場　所 鹿児島大学郡元キャンパス稲盛会館
　　　　（鹿児島県鹿児島市）
参加申し込み方法
　以下の項目を記入の上，以下の問い合わせ先までメー
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）氏名および所属（和文と英文）
（2）連絡先（所属機関，住所，TEL, E-mail（必須））
（3）論文題目（和文と英文）（ご発表の場合）

参加申込締切
　発表申し込み：2019 年 9 月 27 日（金）
　参加申し込み：2019 年 10 月 11 日（金）
参加費 15,000 円
歓迎会および交流会参加費　5,000 円
問い合わせ先

広島大学大学院工学研究科　中井智司
〒739-8527　東広島市鏡山 1-4-1
Tel/Fax：082-424-7621
E-mail：sn4247621@hiroshima-u.ac.jp

第 25 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，
地質等に起因する自然由来の汚染や放射性物質による汚
染に関する国内最大規模の研究発表会として，地下水・
土壌汚染問題の様々な課題について研究成果や事例発表，
意見交換，技術交流，情報収集，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，150 件を超え
る研究発表等や特別講演，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 25 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，ご発表やご参加をいただ
きますようご案内申しあげます。
主　催 廃棄物資源循環学会，地盤工学会，日本地下水

学会，日本水環境学会，土壌環境センター
期　日　2019 年 10 月 8 日（火）～10 月 9 日（水）
場　所　大阪市中央公会堂（大阪市北区中之島 1-1-27）
内　容（予定）
10 月 8 日（火），10 月 9 日（水）

口頭発表とポスター発表とを組み合わせた研究発表，
特別講演，企業展示

10 月 8 日（火）　懇親会
参加申し込み方法
　土壌環境センターのホームページ上で必要事項を入力
してお申し込みください。（http://www.gepc.or.jp/）
事前参加申込締切　2019 年 8 月 30 日（金）
参加費　一般：10,000 円（12,000 円），
　　　　学生：  3,000 円（4,000 円）
　　　　懇親会会費：6,000 円（7,000 円）（予定）
　　　　※括弧内は当日受付の場合
詳細 URL http://gepc.or.jp/kenkyu/25th/
問い合わせ先
　第 25 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：木下（kinoshita@gepc.or.jp）
　〒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

IWA 関連行事

The 8th IWA –ASPIRE Conference & Exhibition 2019

主　催 IWA Regional Committee of Hong Kong, China 
（IWAHK）, ASPIRE, IWA

期　日 2019 年 10 月 31 日（木）～11 月 2 日（土）
場　所 Hong Kong Convention and Exhibition Centre
詳細 URL http://www.iwaaspire2019.org/
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World Water Congress & Exhibition 2020 
Copenhagen

期　日 2020 年 10 月 18 日（日）～23 日（金）
場　所 デンマーク，コペンハーゲン
発表要旨提出期限　2019 年 10 月 30 日
受理通知期限　2019 年 4 月 1 日
発表者の参加登録期限　2020 年 7 月 1 日
詳細 URL www.worldwatercongress.org

IWA（国際水協会）世界水会議 
World Water Congress & Exhibition 2020 

Copenhagen 
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，2020 年 10 月
にデンマークのコペンハーゲンで開催される 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。助成対象となった方には，会議参加後に参
加報告書（学会誌に掲載されます）を提出していただき
ます。

〈募集の手引き〉
応募資格 本会の正会員で，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，次項の書類を提出し

てください（Email 添付可）。受領の連絡が 3
日以内にない場合には学会事務局へ連絡して
ください。

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

会での活動内容（年会，シンポジウム，WET，研究委
員会，支部等）

②本助成を必要とする理由（A4用紙1枚以内，書式自由）
③発表予定の研究内容が判る資料（日本語可）
④本渡航費用助成への過去における応募状況
提出期限　2020 年 4 月 10 日（金）
採否通知　 選考結果については，2020 年 5 月に応募者に

通知します。発表申込等の手続きは，本人が
行ってください。ただし，発表申請が審査の
結果受理されなかった場合には，助成の資格
を失います。

提 出 先 〒135-0006　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

7th IWA Specialist Conference on  
Natural Organic Matter 

IWA 水中の天然有機物に関する専門家会議（NOM7）

主　催　NOM7 実行委員会
後　援　日本水環境学会
開催日　2019 年 10 月 7 日（月）～10 日（木）
場　所　一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2）
会議の趣旨
　IWA 水中の天然有機物に関する専門家会議は，過去 6
回，スウェーデン，オーストラリア，アメリカなどで開
催され，各回 200 名以上の専門家が参加してきました。
水中の有機物は森林植生，湖沼の藻類，下水処理水など
様々な起源があり，その形態も多様です。さらに，二酸
化炭素濃度の増加による温暖化は，森林植生を変化させ
有機物の生産量が増加することが予測されています。
　第 7 回会議（NOM7）では，国内外の専門家 5 名を基
調講演者として，水中の有機物の起源，形態，挙動，分
析法や，浄水処理に及ぼす影響，消毒副生成物の生成な
ど，多様なテーマについての発表があります。
参加申し込み　http://iwa-nom7.org/ から申し込み
問い合わせ先

NOM7 実行委員会　東京大学大学院　滝沢　智
Tel：03-5841-6241　Fax：03-5841-8532
E-mail：nom7-sec@env.t.u-tokyo.ac.jp

19th IWA International Conference on Diffuse 
Pollution and Eutrophication （DIPCON 2019）

主　催 IWA Diffuse Pollution and Eutrophication 
Specialist Group

期　日 2019 年 10 月 27 日（日）～31 日（木）
場　所 Ara Conventional Hall，Jeju National University 

（Ara Campus），Jeju，Korea
問い合わせ先
　E-mail：iwadipcon2019@gmail.com
　詳細 URL：http://www.iwadipcon2019.org/

※最新情報は詳細 URL よりご確認ください。

The 8th IWA Microbial Ecology and Water 
Engineering Specialist Conference （MEWE2019）

主　催　MEWE2019 実行委員会
期　日　2019 年 11 月 17 日（日）～20 日（水）
場　所　ANA クラウンプラザホテル広島
　　　　（広島市中区中町 7-20）
主要テーマ・会議趣旨
　排水処理の微生物学，水道水の微生物学，環境工学上
重要な新規微生物反応，環境バイオテクノロジー，抗生
物質耐性微生物，水処理におけるウイルスの挙動，オミ
クス技術，システムバイオロジーなど。生物学的水処理
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における微生物の解析や，水環境管理の面から注目すべ
き微生物のモニタリング，さらには環境微生物の解析手
法など，水処理工学，水環境工学と微生物生態学の両方
の視点から議論を進める会議です。今回初のアジア開催
となります。
詳細 URL http://mewe2019.org/
問い合わせ先　MEWE2019 実行委員会
　（日本水環境学会微生物生態と水環境工学研究委員会）

栗栖　太　E-mail：contact@mewe2019.org

他学会関連行事

日本腐植物質学会 
第 35 回講演会および総会のお知らせ

主　催　日本腐植物質学会
期　日　2019 年 9 月 18 日（水）～19 日（木）
場　所　稚内総合文化センター　小ホール
プログラム　一般講演（口頭およびポスター），テーマ講
演（9 月 18 日午後），総会，懇親会（9 月 18 日夕刻）
テーマ講演：「地表と地下の有機物資源」，詳細は下記
URL をご参照ください。
申し込み方法　講演題目，発表者，所属，連絡先，懇親
会への参加の有無を明記の上，下記へ E-mail にてお申し
込みください。発表は 1 人 1 演題です。
参加申込締切　一般講演申込締切：7 月 17 日（水）
講演要旨提出および参加事前登録締切：8 月 16 日（火）
参加費　会員2,500円，非会員5,000円（要旨集代を含む）
詳細 URL http://www.research.kobe-u.ac.jp/ans-soil/

jhss/index.html
問い合わせ先
（公財）北海道科学技術総合振興センター
幌延地圏環境研究所（H-RISE）　
地下微生物環境研究グループ　上野　晃生
〒098-3221　北海道天塩郡幌延町栄町 5-3
Tel：01632-9-4112　E-mail：akio.ueno@h-rise.jp

第 30 回廃棄物資源循環学会研究発表会

主　催　廃棄物資源循環学会
共　催　東北大学大学院環境科学研究科
期　日　2019 年 9 月 19 日（木）～21 日（土）
場　所　東北大学　川内キャンパス
　　　　（〒980-8576　仙台市青葉区川内 41）
プログラム　学会 30 周年記念式典／意見交換会・30 周
年記念祝賀会／研究発表会（口頭・ポスター）／国際セ
ッション（ハイブリッド口頭・ハイブリッドポスター）
／国際シンポジウム／協賛企業・団体等展示／市民展示
／市民フォーラム／環境学習フォーラム／施設見学会：
第 1 コース：石巻地区被災地復興見学・第 2 コース：仙
台市沿岸地区被災地復興見学・第 3 コース：仙台近郊先

進処理施設見学
申し込み方法　下記研究発表会 HP からの事前参加申し
込み，会期中会場での受付
事前参加申込締切　8 月 19 日（月）
参加費　（　）は当日料金 / 正会員 8,000 円（10,000 円），
学生会員4,000円（5,000円），非会員 12,000円（15,000円）
詳細 URL https://jsmcwm.or.jp/taikai2019/
問い合わせ先　（一社）廃棄物資源循環学会

〒108-0014　東京都港区芝 5-1-9　豊前屋ビル 5F
Tel：03-3769-5099　E-mail：jimu@jsmcwm.or.jp

2019 年度土壌物理学会大会

主　催　土壌物理学会
協　賛　農業農村工学会 土壌物理研究部会 ほか
期　日　2019 年 10 月 26 日（土）
場　所　筑波産学連携支援センター つくば農林ホール

（〒305-8601　茨城県つくば市観音台 2-1-9（筑
波農林研究団地））

プログラム
シンポジウム演者
　（東北大学　大学院農学研究科　 牧野　知之　氏）
　（森林総合研究所　森林防災研究領域
 南光　一樹　氏）
（中 央農業研究センター　水田利用研究領域　 

北陸土壌管理グループ　 鈴木　克拓　氏）
（筑波大学　生命環境科学研究科 山路　恵子　氏）
※詳細は大会 URL をご参照ください。

申し込み方法
　土壌物理学会ホームページよりお申し込みください。
参加申込締切　2019 年 9 月 26 日（木）
詳細 URL https://js-soilphysics.com/conf
問い合わせ先　土壌物理学会事務局

〒305-8572　茨城県つくば市天王台 1-1-1
筑波大学生命環境系　環境コロイド界面工学研究室内
colloid@envr.tsukuba.ac.jp

おしらせ

公益社団法人 日本水環境学会 役員等について

　第 39 回通常総会（2019 年 6 月 18 日）および第 122 回
理事会（同日）において，本会の 2019 年度からの役員等
が下記のとおり選任されました。顧問および参与につき
ましては，公表の準備が整い次第，本誌および本会のホ
ームページ等でお知らせいたします。なお，任期は 2019
年 6 月 18 日から 2021 年 6 月の総会終了までです。
▼理　　事（24 人）
（会　　長）
松井　佳彦　 北海道大学大学院工学研究院環境創生工

学部門 教授
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　（副 会 長）
初又　　繁　メタウォーター（株）常勤監査役
西嶋　　渉　広島大学環境安全センター長・教授
池　　道彦　大阪大学大学院工学研究科 教授

（常務理事）
亀屋　隆志　横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授

（理　　事）
江口　正浩　 オルガノ（株）開発センター企画管理グ

ループリーダー（部長）
大塚　佳臣　東洋大学総合情報学部総合情報学科 教授
岡部　　聡　 北海道大学大学院工学研究院環境創生工

学部門 教授
恩田　建介　 水 ing（株）開発統括 開発管理・推進部 

部長
川﨑　直人　近畿大学薬学部医療薬学科 教授
岸本　直之　 龍谷大学理工学部環境ソリューション工

学科 教授
佐藤　弘泰　 東京大学大学院新領域創成科学研究科 

准教授
清　　和成　 北里大学医療衛生学部／大学院医療系研

究科 教授
高梨　啓和　鹿児島大学大学院理工学研究科 准教授
谷　　幸則　 静岡県立大学 食品栄養科学部／大学院

薬食生命科学総合学府 教授
田畑　彰久　いであ（株）代表取締役社長
中島　典之　東京大学環境安全研究センター 教授
西村　　修　東北大学大学院工学研究科 教授
西村　文武　京都大学大学院工学研究科 准教授
原田　房枝　 ライオン（株）CSV 推進部 環境戦略室 

室長
藤原　　拓　 高知大学教育研究部自然科学系農学部門 

教授
増田　貴則　鳥取大学大学院工学研究科 准教授
安井　英斉　 北九州市立大学国際環境工学部エネルギ

ー循環化学科 教授
渡邉　智秀　 群馬大学大学院理工学府環境創生部門 

教授
▼監　　事（3 人）
池本　良子　 金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 

教授
井上　隆信　豊橋技術科学大学大学院工学研究科 教授
田中　宏明　 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長・教授

2019 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，
他薦は問いません。詳細は以下，学会事務局にお問い合
せください。受賞者は 2020 年 3 月の日本水環境学会第

54 回年会（岩手大学：盛岡市）表彰式（3 月 17 日）にて
表彰状および副賞が授与されます。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
資料と併せて以下の提出先に送付ください。以下の
E-mail への電子ファイルでの提出をお願いします。電子
ファイルとすることが困難な場合はご相談ください。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 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
　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，所属，住所，Tel 番号，E-mail アド

レス（自薦も可）
　7） 活動を示す資料（20 枚（電子ファイル 40 項）以内）

応募書類の作成に当たっては，当学会の支部にご相
談いただけます。支部の連絡先は，以下，学会事務
局にお問い合せください。

提出期限　2019 年 10 月 3 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

2019 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東北地区（青
森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）から
選考されます。自薦，他薦は問いません。詳細は以下，
学会事務局にお問い合せください。受賞者は 2020 年 3 月
の日本水環境学会第 54 回年会（岩手大学：盛岡市）表彰
式（3 月 17 日）にて表彰状および副賞が授与されます。
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
資料と併せて以下の提出先に送付ください。以下の
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E-mail への電子ファイルでの提出をお願いします。電子
ファイルとすることが困難な場合はご相談ください。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 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
　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，所属，住所，Tel 番号，E-mail アド

レス（自薦も可）
　7） 活動を示す資料（20 枚（電子ファイル 40 項）以内）

応募書類の作成に当たっては，当学会の支部にご相
談いただけます。支部の連絡先は，以下，学会事務
局にお問い合せください。

提出期限　2019 年 10 月 3 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

「水環境国際活動賞（いであ活動賞）」の募集

　本会では，水環境分野での国際交流・国際協力の促進
を目的として，本会の活動趣旨に沿っており，かつ優れ
た国際的な活動として選定されたものを「水環境国際活
動賞（いであ活動賞）」として顕彰し，その費用の一部ま
たは全額を助成致します。助成の対象者を下記のとおり
募集致します。奮ってご応募願います。
 なお，この助成制度は「いであ株式会社」殿のご出捐

（ご寄付）により実施するものです。
〈募集の手引き〉

応募資格 本会の個人正会員
助成内容 本会の活動趣旨に沿った優秀な国際的な活動

に対して助成を行う。活動例としては，1）海
外での調査・研究活動，2）海外または国内で
の，海外の話題を対象としたシンポジウムや
出版等の研究情報の普及・交流活動，3）海外
または国内での，国際的なシンポジウム等の
研究集会の開催等。

助成金額　30 万円（上限）
助成期間　2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日
　　　　　（活動期間が 2021 年度にわたっても可）
助成対象件数　1 件
応募方法 助成を希望する本人が，以下の提出書類を作

成し，期限までに郵送（簡易書留）または
E-mail （kubota@jswe.or.jp）で提出してくだ
さい。応募受付の連絡が 3 日以内にない場合

は学会事務局にご連絡願います。
提出書類 （書式は自由）

・応募者の氏名，会員番号，連絡先住所，Tel，
Fax，E-mail，所属，略歴，研究業績（主
な発表論文リストや国際的な活動実績）

（A4，1 ページ程度）
・活動の内容を示す計画書（目的，計画，期

待される成果を含め A4，2 ページ程度）
・必要経費の概算書（活動全体にかかる経費
（自己資金を含む）と本会からの助成希望金
額を明記してください）

提出期限　2020 年 1 月 15 日（水）必着
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　水環境国際賞選考
委員会

（簡易書留で封筒表に「水環境国際活動賞」と
朱書きしてください）
E-mail（kubota@jswe.or.jp）での提出も可

（件名に「水環境国際活動賞」と記載してくだ
さい）

合否通知  選考結果については，2020 年 2 月までに応募
者に通知致します。

そ の 他 受賞者には活動に関する報告書を作成し，学
会へ提出していただきます。

第 14 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
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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：2019 年 8 月 30 日（金）〈必着〉
5．提 出 先：滋賀県立大学

　　環境科学部　生物資源管理学科
　　大久保卓也（教授；選考委員長）
　　〒522-8533　滋賀県彦根市八坂町 2500
　　E-mail：okubo.t@ses.usp.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。
1．応募方法・資格： 原則他薦，2019 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：2019 年 8 月 30 日（金）〈必着〉
5．提 出 先：（公財）琵琶湖・淀川水質保全機構

　　琵琶湖・淀川水質浄化研究所
　　和田　桂子（副所長；選考委員長）
　　〒540-0008
　　大阪市中央区大手前 1 丁目 2 番 15 号
　　大手前センタービル 4F
　　E-mail：wada@byq.or.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。

2019 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 2019 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　2019 年 8 月 31 日（土）必着
詳細 URL http://www.elco.or.jp
問い合わせ先　
（公社）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

りそなアジア・オセアニア財団助成事業 
2020 年度環境プロジェクト助成募集

助成の趣旨 アジア・オセアニア諸国における水や緑を
テーマにした自然環境の保護・整備などの
事業（プロジェクト）を行う方へ助成。

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 助成期間 1 年につき，50 万円～100 万円
応募の方法 財団所定の「申請書」に記入の上，書留に

て送付。写し6部および返信用封筒を同封。
募 集 期 間 8 月 31 日（土）必着
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 2-1-8
　　　　　　　備後町野村ビル 7 階
　Tel：06-6203-9481　Fax：06-6203-9666
　E-mail：info@resona-ao.or.jp
　詳細 URL：http://www.resona-ao.or.jp/

（公財）加藤記念バイオサイエンス振興財団 
研究助成の募集

募集期間　2019 年 7 月 1 日（月）～9 月 30 日（金）
応募資格 40 歳以下または 35 歳以下の研究者（応募枠

により異なる）
助成件数　合計 27 名程度
助成金額　100 万円または 200 万円
応募方法　HP からの電子申請
決定期間　2020 年 1 月内定通知
詳細 URL https://www.katokinen.or.jp/
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問い合わせ先
（公財）加藤記念バイオサイエンス振興財団
〒194-8533　東京都町田市旭町 3-6-6
Tel：042-725-2576　Fax：042-729-4009
E-mail：zaidan@katokinen.or.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-sf.or.jp/）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わせください。本会へ
の申請書類の提出期限は 9 月 6 日（金）とい
たします。

JST 日本－米国研究交流 
「次世代社会のためのデジタルサイエンス」 

公募のお知らせ

公募概要
＊研究領域　「次世代社会のためのデジタルサイエンス」
＊公募締切
日本側：2019 年 9 月 9 日（月）12：00（正午，日本時間）
米国側： 2019 年 9 月 6 日（金）17：00（米国時間）

※日米双方に同一課題名で申請の必要があります。
公募案内 URL
日本側： https://www.jst.go.jp/inter/program/announ 

ce/announce_us_NSF2019.html
米国側： https://www.nsf.gov/pubs/2019/nsf19077/nsf1 

9077.jsp
https://www.nsf.gov/pubs/2019/nsf19564/nsf 
19564.htm

問い合わせ先
　国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
　国際部　事業実施グループ　米国担当
　Tel：03-5214-7375
　E-mail：jointus@jst.go.jp
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会 告201
9. 8

（公社）日本水環境学会運営組織（2019 年度）

会　長
　松井　佳彦

副会長
　初又　　繁
　西嶋　　渉
　池　　道彦

常務理事
　亀屋　隆志

総務担当理事
　高梨　啓和

財務担当理事
　中島　典之

運営幹事
　井坂　和一，井上　大介，越後　信哉，大河内由美子，小熊久美子，
　春日　郁朗，鎌田　素之，蒲池　一将，栗栖　　太，佐藤　　久，
　佐野　大輔，鈴木　裕識，寺田　昭彦，中井　智司，長谷部吉昭，
　濱　　武英，日髙　　平，古屋　勇治，松下　　拓，見島　伊織，
　宮本　信一，山村　　寛，渡辺　幸三，渡部　春奈

表彰委員会委員長
　初又　　繁

論文賞及び論文奨励賞選考委員会
　岸本　直之

年間優秀論文賞選考委員会
　岸本　直之

技術賞及び技術奨励賞選考委員会
　初又　　繁

水環境文化賞選考委員会
　江口　正浩

支部担当理事
　田畑　彰久

支部連絡委員会
　田畑　彰久

広報・渉外担当理事
　藤原　　拓

広報委員会
　藤原　　拓

編集担当理事
　岸本　直之

編集委員会
　岸本　直之

「水環境学会誌」特集企画編集部会
　中井　智司

「水環境学会誌」原著論文編集部会
　佐藤　　久

JWET 部会
　寺田　昭彦

出版企画編集委員会
　小野　芳朗

産官学担当理事
　江口　正浩

産官学協力委員会
　江口　正浩

研究企画担当理事
　清　　和成

研究企画委員会
　清　　和成

セミナー企画部会
　西村　文武

年会・研究委員会担当理事
　渡邉　智秀

年会・シンポジウム等検討委員会
　渡邉　智秀

年会実行委員会

シンポジウム実行委員会

WET 実行委員会

WET 部会
　井口　晃徳

男女共同参画推進担当理事
　清　　和成

男女共同参画推進委員会
　清　　和成

設立 50 周年記念出版担当理事
　西嶋　　渉

設立 50 周年記念出版準備委員会
　西嶋　　渉

設立 50 周年記念行事担当理事
　恩田　建介

設立 50 周年記念行事準備委員会
　恩田　建介

国際担当理事
　池　　道彦

国際委員会
　池　　道彦 IWA 国内委員会担当

派遣・招聘委員会
　池　　道彦

水環境国際活動賞・招聘賞選考委員会
　池　　道彦

事　務　局
　事務局長（小川かほる）
　職員（窪田　葉子，戸川　朋恵）

※理事，幹事，部会長，各種委員はすべて非常勤であり，無報酬である。
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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
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。　水生生物調査法にご関心のある方に，広くご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。学会ホーム
ページからも「購入申込書」をダウンロードできますのでご利用ください。

（https://www.jswe.or.jp/community/booklet/index.html）

記

定価表（円）

品　　　　名 本　体　価　格

1．川の生きものを調べよう（冊 子） 158 円

2．川の生きものを調べよう（下 敷） 139 円

注 1.）別途消費税がかかります。
注 2.）送付先 1 ヶ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。

【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 本体価格 購入数

1．川の生きものを調べよう（冊 子） 158 円 部

2．川の生きものを調べよう（下 敷） 139 円 枚

注 1.）別途消費税がかかります。
注 2.）送付先 1 ヶ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。
 （西暦） 　　年　　月　　日

〔送り先〕

　所 在 地 〒 

　名　　称 　 

　担当者名 　　　　　　　　　　　　　 電　話 　　　　　　　 FAX   

　支払い方法（いずれかに○印）　　（　　銀行振込　　または　　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。


