第 48 回根研究集会のお知らせ
48th Biannual Meeting of JSRR

第 48 回根研究集会を 2018 年 5 月 25 日（金）〜26 日（土）に，前橋市中央公民館（前橋プラザ元気 21
内）を会場にして開催します．
「根研究学会」の会員以外の方も発表・聴講可能です．なお，一般発表に
加えて群馬県ならではの特別講演も出来ればと検討中です。研究集会の群馬県での開催は初めてとなり
ます．会場の都合もあって今回の日程となりましたが，季節的にも良い時期ですので研究集会終了後は
是非，前橋市内・群馬県内の観光地（伊香保・草津・赤城・水上などの温泉地，榛名湖・榛名神社，世
界遺産の富岡製糸場など）にも足を運んで頂ければと思っております．皆さまお誘い合わせの上，ふる
ってご参加ください．お待ちしております．
＜日 時＞ 2018 年 5 月 25 日（金）13:00 〜 5 月 26 日（土）12:00
May 25th, 2018 (Fri.) 13:00 〜 May 26th, 2018 (Sat.) 12:00
＜会 場＞ 前橋市中央公民館，501/502 学習室（メイン会場）及び 508 学習室（ポスター会場）
〒371-0023 群馬県前橋市本町 2 丁目 12-1 前橋プラザ元気 21 5 階
Maebashi Central Community Center, 2-12-1 Hon-machi, Maebashi, Gunma 371-0023, Japan
交通アクセスと案内図 Access
http://www.city.maebashi.gunma.jp/shisetsu/441/p007213.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/230/262/001/p003329.html
＜プログラム概要（予定）＞ Program (tentative)
5 月 25 日（金）
11:40-13:00 受付 Registration ポスター掲示 Posters display
13:00-13:05 開会の挨拶 Opening remarks
13:05-14:50 口頭発表 1 Oral session 1
14:50-15:05 休憩 Break
15:05-16:20 ポスター発表 Poster session
16:20-17:00 特別講演 Special lecture
17:00-17:10 授賞式 Award ceremony
18:00-20:00 懇親会（会場未定）Banquet
5 月 26 日（土）
9:15-10:45 口頭発表 2 Oral session 2
10:45-11:00 休憩 Break
11:00-12:00 総会 General meeting
【詳細は，根研究学会 HP（ http://www.jsrr.jp ）に掲載します】
Updated information will appear in http://www.jsrr.jp
＜参加費＞ Registration fee (Tentative, to be paid on site)
会員（Members）¥ 2,500 非会員（Non-members）¥ 3,500（予定・当日お支払い下さい）
学生の会員は参加費無料ですが，集会受付で学生証の提示をお願いいたします．

＜懇親会費＞ Banquet fee
¥4,000（予定 tentative）
，¥3,000（学生 Students, 予定 tentative）
＜参加・研究発表の申し込み＞ Registration
参加・研究発表のお申し込みは下記の「第 48 回根研究集会 参加申込書」に必要事項を記入し，電子メ
ール (thomma@maebashi-it.ac.jp) または Fax (027-265-7382) にてお送り下さい．
お申し込み後，3 日以内に確認の返信が届かない場合はお問い合わせください．
Please write in the registration form and send it to either thomma@maebashi-it.ac.jp or Fax 027-265-7382.
＊ 発表申込の締め切り（仮タイトルの申請）
：2018 年 5 月 2 日（水）
Pre-registration for presentation: by May 2nd (Wed), 2018.
研究発表は口頭発表およびポスター発表形式です．いずれかをお選びください．
プログラム編成の都合により発表形式がご希望にそえない場合もあることをご了承ください．
本タイトルは講演要旨に書かれたものとします（5 月 10 日（木）要旨提出締め切り）
．
Choose oral or poster presentation. Local organizing committee may request the presenter for changing the type
of presentation.
＊ 参加申込の締め切り（発表なしの人） Registration (without presentation)
飛び入り参加も可能ですが，懇親会手配の都合があるので，できれば 5 月 18 日（金）までに，上述
の「参加申込書」をお送り下さい.
It is recommended to submit the registration form by May 18th (Fri.), 2018.
＜発表形式＞ Type of presentation
口頭発表（発表 12 分＋質疑 3 分，予定）または ポスター発表 から選択
発表申込みの数によっては，発表形式がご希望にそえない場合，口頭発表の質疑時間を調整する場合
があることをご了承ください．
Oral presentation (12 min + 3 min discussion) or Poster presentation
Time for discussion may be changed according to the presentation numbers.
＜講演要旨の提出＞ Abstract submission
＊ 講演要旨提出の締め切り：2018 年 5 月 10 日（木） Submit by May 10th (Thur.), 2018
MS-Word で作成した講演要旨原稿を電子メールの添付ファイルで送ってください．メールの表題は
「要旨原稿」としてください． 電子メール送り先：thomma@Maebashi-it.ac.jp
Send the abstract as MS-Word file to thomma@maebashi-it.ac.jp.
＜講演要旨の書き方＞ （Ａ４半ページ） Style of abstract
＊根研究学会ホームページから要旨様式をダウンロードできます（http://www.jsrr.jp/abstract_form.doc）
．
１．A4 版１ページに，上 3.5 cm 下 16.0 cm 左右 2.5 cm ずつの余白を取る．
（A4 半ページになる）
One page of A4 size paper with margins (top: 3.5 cm, bottom: 16.0 cm, right and left 2.5 cm for each). The
printing area is around half of A4 size paper.
２．冒頭にタイトル・講演者名・所属・連絡先（電子メールアドレス）を記載した後，１行あけて本文を
書く．講演番号（A1 など）は実行委員会の方で挿入するので原稿には不要．
Type the title, author(s), affiliation, email address and then abstract sentences.
３．タイトル：ゴシック系あるいは明朝系の太字・10 ポイント・センタリング（中央寄せ）
．
Use 10-point Gothic (Helvetica, Arial) or Bold Times font with centering for the title.

４．講演者名・所属・連絡先：明朝系・10 ポイント・センタリング．連絡先（電子メールアドレス）は
括弧に入れる．
Use 10-point Times font (e.g., MS Times New Roman) 10point, centering for the name(s) of author(s), affiliation
and corresponding email.
５．本文：明朝系・9 ポイントを目安にする．
Insert a break line under the affiliation, and then type the abstract sentences with 9-point Times font.
＜交通＞ Transportation
【JR 前橋駅まで】
JR：上越・北陸新幹線あるいは高崎線で高崎駅まで乗車し，両毛線に乗り換えて前橋駅で下車．
（高崎から前橋までの所要時間は約 15 分）
【JR 前橋駅から会場まで】
・徒歩：JR 前橋駅北口より徒歩 10 分，上毛電鉄中央前橋駅より徒歩 6 分
JR 前橋駅北口から北に向かってケヤキ並木の通りがあります．進行方向左側の歩道を直進すると
変則 5 差路の交差点があり，歩道橋を渡って（引き続きケヤキ並木になっている片側 2 車線の道路）
左手に進むと右側に前橋プラザ元気 21 の建物があります（東和銀行(TOWA)の隣の建物）
．
・バス：JR 前橋駅北口より約 5 分（
「本町」下車）
，下車後徒歩約 3 分
前橋駅からのバスの詳細はウェブサイトを参照下さい．
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/188/189/191/p001739.html
・タクシー：JR 前橋駅北口より約 3 分
・自家用車，レンタカー等：会場周辺には市営の駐車場がいくつかあり，利用出来ます．
駐車場に関する情報は中央公民館のウェブサイトを参照下さい．
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/230/262/001/p003329.html
お車でのお越しを予定されている方は事前に連絡頂いた方がよろしいかもしれません．
前橋市・群馬県の情報は下記ウェブサイトを参照下さい．
（前橋市）http://www.maebashi-cvb.com/

（群馬県）http://gunma-dc.net/

Information about Maebashi city and Gunma prefecture in English is available at the following webpages.
(Maebashi) http://www.maebashi-cvb.com/english/index.htm （Gunma）http://www.visitgunma.jp/en/
＜宿泊＞ Accommodation
斡旋しませんので各自お申し込み下さい．JR 前橋駅や会場周辺、JR 新前橋駅・高崎駅の周辺にホテル
があります．なお季節的に良い時期のため，スポーツ大会等のイベントが開催されるとホテルは一杯に
なってしまうこともありますので，お早めの予約をお勧めします．
Please reserve hotel rooms by yourself.
＜参加・発表申込，講演要旨提出，問い合せ先＞ Contact
第 48 回根研究集会実行委員会 Local organizing committee
本間知夫（前橋工科大学工学部生物工学科）〒371-0816 群馬県前橋市上佐鳥町 460-1
Tomoo HOMMA (Department of Boitechnology, Maebashi Institute of Technology)
E-mail：thomma@maebashi-it.ac.jp
TEL&FAX：027-265-7382

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 48 回根研究集会 参加申込書
Registration form for 48th JSRR Bi-annual Meeting
締切 発表者：5 月 2 日，参加のみ：5 月 18 日
（発表の要旨は別途 5 月 10 日まで）
1. 氏名 Name
2. 連絡先 Address
住所・機関名：Affiliation
Tel：
Fax：
E-mail：
（E-mail アドレスは正確かつ読みやすくご記入下さい）
3. 発表の有無：
Presentation Yes or No：
4. 発表「有」の場合 in the case you will have presentation
表 題 title：
著者名 name(s)：
発表形式 style：口頭発表・ポスター発表（いずれかを選んで下さい）
Oral / Poster (select one)
根研究学会優秀発表賞へのエントリー
Entry for The JSRR Excellent Presentation Award： Yes or No
口頭発表を希望される場合
口頭発表の講演数には制限があるため，申込多数の場合はポスター発表への変更をお願いす
ることがありますが，変更は可能でしょうか： 可・不可 （いずれかを選んで下さい）
5. 懇親会参加の有無：
Banquet Yes or No：
6. 会員の確認（Membership）
：
一般会員（General members）
，学生会員（Student members）
，非会員（Non-members）

【申し込み先】Send to
第 48 回根研究集会実行委員 本間知夫（前橋工科大学工学部生物工学科）
Tomoo HOMMA,
Department of Boitechnology, Maebashi Institute of Technology
e-mail: thomma@maebashi-it.ac.jp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------申し込み後，3 日以内に確認の連絡が届かない場合は，実行委員（本間）までお問い合わせ下さい．
If you have no response from the organizing committee in three days after your registration, please contact to
thomma@maebashi-it.ac.jp

