
日本火山学会 2016年度秋季大会のご案内

日本火山学会 2016年度秋季大会は，富士吉田市の富士吉田市民会館・ふじさんホールで開催

されます．富士吉田市は富士山の北東麓に位置し，大会会場は富士吉田市の中心部（富士急行

線月江寺駅）から徒歩 3〜5分とアクセスも便利です．

今大会では，10月 13日〜15日の学術講演会のほか，10月 16日には一般公開のシンポジウ

ムや子供向け公開講座が開催されます．また学術講演会の前後には，富士火山南東中腹（宝永

火口周辺）と北東麓（雁ノ穴溶岩）での現地討論会が予定されています．

日本火山学会 2016年秋季大会

主催 日本火山学会・富士吉田市

後援 山梨県

会期 2016年 10月 12日（水）〜10月 16日（日）

・学術講演会：2016年 10月 13日（木）〜10月 15日（土）

・火山防災シンポジウム・一般普及講演および公開講座（10月 16日（日））

・現地討論会 宝永火口など（10月 12日），

富士山北麓（雁ノ穴火口，青木ヶ原溶岩など）（10月 16日）

会場 富士吉田市民会館・ふじさんホール

〒403-0013 山梨県富士吉田市緑ヶ丘 2丁目 5-23（TEL：0555-23-3100代表）

http : //www.mfi.or.jp/fcpa/access.htm

講演申込締切 8月 9日（火）午後 4時（web申込）（郵送の場合は 7月 22日（金）必着）

秋季大会ウェブサイト：http : //www.kazan.or.jp/doc/kazan2016/

（最新情報については，ウェブサイトにてご確認ください．）
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【ポスター発表スケジュール】

・ポスター掲示：10月 13日（木）13：00〜10月 15日（土）12：00

・ポスター会場：ふじさんホール 1･2階ロビー

【そのほかの行事・会合予定】

・火山防災シンポジウム・公開講座「ザ・富士山！〜最新の研究」：

10月 16日（日）13：00〜16：00 ふじさんホール

・公開講座─親子で噴火実験─「ザ・富士山！〜マグマ体験」

10月 16日（日）13：00〜16：00 山梨県富士山研究所

・臨時総会：

10月 14日（金）午後 小ホール

・懇親会：10月 14日（金）夕方（近隣のレストランで開催予定）

【現地討論会】

現地討論会の内容と申込み手続きについては，8月上旬に学会ホームページおよびメーリン

グリストで詳細をお知らせいたします．

1．宝永火口ほか（1日）定員：20名程度

案内者（高田 亮（予定）ほか），参加費（未定）

10月 12日（水）10：00頃（三島駅前集合）

2．雁ノ穴（1日）定員：20名程度

案内者（千葉達朗ほか），参加費（未定）

10月 16日（日）9：00頃（富士山駅前集合）

10月 16日（日）16：00頃（富士山駅解散）

【会場へのアクセス】

会場アクセス：富士急行線月江寺
げっこう じ

駅下車後徒歩約 5分．

車では中央自動車道「河口湖 IC」から約 10分

（駐車場 145台+臨時駐車場 183台）．

富士吉田へのアクセス：東京〜（中央線）〜大月〜（富士急行線）〜月江寺
げっこう じ

東京（または新宿）駅〜（高速バス）〜富士山駅〜（富士急行線）〜月江寺
げっこう じ

開催場所の詳細については，以下のサイトを参照してください．

http : //www.mfi.or.jp/fcpa/access.htm



【秋季大会に関するお問い合わせ先】

〒113-0033 東京都文京区本郷 6-2-9-406 日本火山学会事務局 03-3813-7421

E-mail：kazan-gakkai@kazan.or.jp

【秋季大会参加料】（予稿集を含む） 当日会場受付でお支払いください

会員：2,000円（学生・満 70歳以上は半額） 非会員：4,000円（予定）

なお予稿集のみの販売価格も同価格です．事前に予稿集の入手を希望する方は，9月 30日

までに送付先・送付希望冊数を明記して学会事務局にお申し込みください．予稿集がお手元

に届き次第，同封の郵便振替用紙にてご送金ください．（送料・振替手数料を御負担くださ

い．）

【団体（企業）展示】

日本火山学会 2016年秋季大会では，会場内において団体展示を開催します．企業展示，書籍

販売，大学・研究所紹介等多くの展示参加をお待ちしております．

お申し込み方法：参加団体名および展示責任者の方の氏名及び連絡先を添えて，日本火山学会

事務局 kazan-gakkai@kazan.or.jpまでメールにてお申し込みください．

申し込み締切り：9月中旬頃（予定）

団体展示の参加費については追って，メーリングリスト，大会 HPでお知らせ致します．



展示に関する詳細については，申込受理後，2016年秋季

大会実行委員会からお知らせする予定です．そのほか，会

場設備についてご不明な点は，学会事務局までお問い合わ

せください．

【講演申し込み】

Webまたは郵送により講演をお申し込み下さい（web申

込を推奨します）．7月 1日（金）より受付開始とします．

郵送の場合には 4ページ目の講演申し込み用紙をお使い

下さい．講演申し込みと，予稿集原稿の提出をもって受付

とします．口頭発表の演者，ポスター発表の説明者になれ

るのは，それぞれ 1件までです．また口頭発表の演者，ポ

スター発表の説明者は維持会員または学術会員であるこ

とが必要です．

Webによる申し込みの場合（締切日：8月 9日（火）午後 4時）

講演申し込み URL

http : //www.kazan.or.jp/doc/kazan2016/application.html

予稿原稿（PDFファイル）送信先（FAXでは受け付けません）

E-mail：kazan-taikai@kazan.or.jp

郵送による申し込みの場合（締切日：7月 22日（金）学会事務局必着のこと）

講演申し込み・予稿原稿送付先（FAXでは受け付けません）

〒113-0033 東京都文京区本郷 6-2-9-406 日本火山学会事務局

【ポスター発表】

ポスターパネルの大きさについては投稿受付開始までにおしらせします．ポスター会場での

電源使用はできません．

【学生優秀発表賞】

日本火山学会秋季大会では「学生優秀発表賞」を授与します．対象は，筆頭かつ発表者とし

て口頭・ポスター発表を行う学生・大学院生の会員です．研究成果，予稿原稿，発表方法，質

疑応答等をもとに審査します．審査希望の方は，講演申込（Webページ）の審査希望欄にチェッ

クをしてください．積極的にご応募ください．

【予稿原稿の書き方】

提出原稿には，A4用紙をお使い下さい．オフセット印刷で B5版に縮小されて予稿集になり

ます．郵送の場合は右図の要領でプリントしたものを提出して下さい．Web申し込みの場合

は右図の要領で PDFファイルを作成して，学会事務局まで E-mail にて送信して下さい．講演

番号のスペース（左肩）を充分に空けて下さい．図や写真は枠内に直接貼り付けて下さい．仕

上がりはグレースケールになりますので．識別しやすい色をお使いください．原稿は 1講演に



つき 1ページは無料です．超過分は 3,000円/ページをお支払いいただきます．

E-mailで原稿を送付する場合は Acrobat 5.0以上で作成し，ファイルのサイズは 2メガバイト

以下にしてください．また特殊なフォントは用いないでください（事務局で出力の際に, 適切

にプリントアウトできない可能性あります．）

Web申し込みの際に 8桁の数字からなる「受付番号」が発行されますので，E-mailで原稿を

送る際に

（1）e-mailの件名（Subject）は

予稿原稿：12345678（←受付番号）

（2）添付ファイル名には，受付番号を使って

12345678.pdf としてください．

予稿原稿ひな型（MS Word形式）は以下にあります．

http : //www.kazan.or.jp/doc/kazan2016/images/12345678.doc



日本火山学会 2016年度秋季大会講演申し込み用紙

郵送の場合は 7月 22日必着

講演タイトル

審査を希望する・しない （一般会員は記入不要）

（学生・院生の会員が筆頭著者かつ発表者の場合のみ対象です）

学生優秀発表賞

へのエントリー

氏名：

連絡先（所属）：

TEL：

FAX：

E-mail：

※お願い：これまでに学会に届け出の住所・メールアドレスなどに変

更がありますか？変更がある場合は変更箇所を赤字で記入下さい．

講演申し込み

責任者連絡先

郵送の場合講演申し込みには，本用紙の他に予稿集原稿が必要です．両方の提出がない講演は受け付けられ

ません．申し込み先は 日本火山学会事務局です．（FAXでは受け付けません）

なお， Web申し込みの締切は 8月 9日午後 4時です．Web申し込みの場合，予稿集は PDFファイルで学会

事務局まで E-mailにて送信してください．

URL: http : //www.kazan.or.jp/doc/kazan2016/application.html

E-mail : kazan-taikai@kazan.or.jp

1．口頭発表

2．ポスター発表

3．口頭発表，ポスター発表のいずれでも可

（プログラム編成上，希望に添えない場合がありますのでご了承ください．）

発表方法の希望

（いずれかに○）

複数の場合には必ず発表者の右肩に○印をしてください．

講演者氏名と所属
（発表者は維持会員・

学術会員に限ります）

講演時間，順番，設備等，（希望に添えない場合があります．）
講演についての

要望

講演内容に関係したキーワードを下から選び，（ ）内に数字で順位をつけ

てお書きください．プログラム編成の参考にします（最大 3つまで）．
（ ）火山の地震・（ ）地殻変動・（ ）火山地下構造・（ ）火山化学

（ ）火山の地質学・（ ）火山の岩石学・（ ）形成史と時空分布

（ ）火山とテクトニクス・（ ）マグマ発生と物性・（ ）マグマの蓄積と移動

（ ）噴火のダイナミクス・（ ）噴出物の堆積と運搬・（ ）モニタリング

（ ）リモートセンシング・（ ）火山災害・（ ）噴火と環境・（ ）地球外火山

（ ）ジオパーク （ ）その他（具体的に ）

キーワード


