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第 13 閤日本放射光学会年会歯

放射光科学合同シンポジウム開催要項

放射光第12巻第 4 号 (1999年)

2000年 1 月 7 自(金)， 8 自(土)， 9 日(日)

岡崎コンファレンスセンター (大，中， IJ可会議室)

日本放射光学会
高エネルギー加速器研究機帯防質構造科学研究所放射光研究施設，東京大学物性研究所腕萱搬す物性研究施設，
分子科学研究所極端号外光真験施設， SPring-8(原研P 理研， ]AS悶)， PF 懇談会， vuv・9く高緯度光開Ij用者懇談会，

UVSO弐利用者懇談会， SPring-8 利用者懇談会

1.開催日

2. 場所

3. 主催

共催

オ}ラノレ企画①PF 

懇談会

回ing-8

利用者

懇談会

LUNCH 

*ポスター発表者はこの時間帯はポスターの前に居て下さし、

懇親会JハぷL
~、品、立:;;:特別講演

オーラノレ

企画②1/9 

(呂)

3, 000円(主催及び共催指交・利用者団偽努属の方)
5, 000円(上記以外の方)
500円

5, 000円(学生2， 000円)

員
生
会

会
給
繍

5. 参加費

6. 年会・合同シンポ系B織

。大熊春夫(SP8)，大隅一政(KEK)，神谷幸秀(東大物性研)，黒津宏(分子研) , 
坂田誠(名大)，繁政英治(分子研)，下村理(SP8) ，竹田美和(名大)，難披孝夫榊戸大)，
藤森淳(東大)，山本樹(KEK)
伊吹紀男係者日教育大)，大熊春夫(SP8)，大隈一政(KEK)，鎌田雅夫(分子研)，
神谷幸秀(東大物性研)，木原裕(関西医科大)，オ司す真一(神戸大)，黒津宏(分子研)，
坂田誠(名大)，繁政英治(分子研)，下村理(SP8)，城健男(広大J，関一彦(名大)，
竹田美和(名大)，月原冨武(阪大)， @難波孝夫付申戸大)，平谷篤也(広大)，藤森淳(東大) , 
園山裕(岡山大)，山本樹(KEK)

岩崎光太(分子研)，大熊春夫(SP8) ，小野正樹(分子研)，@黒;畢宏(分子研)，酒井楠雄(分子研)，
O繁政英治(分子研)，竹添法隆(分子研)，長岡伸一(分子研)，葉餓孝夫(神戸大)，
福井一俊(分子研)，銘刈春蜂(分子研)，山本樹(KEK)

プログラム委員会

組織委員会

男子委員会

。委員長 O副委員長
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320 放射光第12巻第 4 号 (1999年)

7. 発表講演申し込みについて

-申込締切: 1999 年 9 月 30 日(木)

・申込か法:電子メーノレ:下記の記入要項を参照して，jss町@uvsor.ims.acjp までお送り下さい。
電子メールの送受信ができなし、環境の方は郵送又は F沿〈でお申込下部、

別ページの発表申込用紙をコピーしてご使用下さしL
・発表形式:口頭とポスターがあります口希望される発表形式及びその番号をご記入下さしも

但し、プログラム委員会での調整(振り分け)の為、ご希望通りにな臼旨い事がありますので予めご了承下さし、
骨子メーノレ:電子メールで申し込んだ場合には、内容を確認した後「受理」あるいは「再送信依頼(文字化けや記入漏れなどの

場合)J の旨、必ず電子メーノレて涯信致します。電子メーノレで申し込んだ場合には FAX 等でお送りし、ただく必要

はありません(混乱しますので)。なお、返信無き場合は学会事務局へお尋ね下部、

・発表番号通知:発表番号が決まりましたら申込者各位にハガキでお知らせします。申し込みをしたにも拘わらず、 10 月 31 日淘こ

発表番号の通知がなかった場合には事務局で受理していなし曜になりますので、必ず 11 月 10 日迄に学会事務局
までご連絡下さいD

《発表講演申込先》 日本欄ナ光学会事務局
干 170-0013 東京都豊島区東池袋 2-62-8 ビッグオフィスフ。ラザ、 507(有)ワーズ内

Tel. 03-595か4896/ 恥 03-595か1292 e-mail: jssrr@uvsor.ims.ac.jp 

-言己入要領: /01 から/09 までを全て記入の上、電子メーノレでお申込下部、

なお、整理の都合上、 /01 などの整理番号は必ず付けて下さい。

/01 発表形式:以下の希望発新先むと番号を両方とも言臥して下さし、

[lJ 口頭、 [2Jポスター、臼]どちらでも可だが口頭優先、 [4Jどちらでも可だがポスター優先、 [5Jどちらでも可
/02 分類:以下の 6 つの中から希望分野名と番号を両方とも記入して下さい。

回収NS)く，白]丸信S，白]加速器・装置， [4JX 線回折・散乱，回生物関連， [6Jその他
/03 発表者名:発表者全員の名前を所属別に番号付けして記入して下さい。筆頭者には番号付けをしなし吋、下さし九

/04 所属:発表者全員の所属と対応する番号を記入して下さい。

/05 発表題目:

/06 要旨: 100-2∞梓援で記入して下さし、
/07 連絡先:郵便番号，住所，所属，名前を記入して下さしも

/08 TEL/F必(:電話番号，ファックス番号を記入して下さしも
/09 電子メール:講演について連絡先の電子メールアドレスを記入して下さし九

[電子メールでの申込言手段側

/01 包]どちらでも可だが口頭優先

/02 [6J その他
/03 放射光太郎，放射光次郎 1，年会三郎 2
/04 分子研UVSOR、 1 神戸大r完自然、 2 放射光学会
/05 放射光学会での講演申請の方法
/06 昨年まで，放射光学会では，講演申し込みを手紙またはファックスで受け付けてし、た口

今年度は，事務の簡素化により，電子メーノレでのみ受け付けることが検討されている。
本講演では，電子メール受付で、の臭い点と悪い点をあ爪電子メールによる講演申請の

可能性を探る。
/07 千65下8501 神戸市灘区六甲台町 1-1

神戸大学大学院告側ヰ学研究科楠隻科学専攻 放射光次郎
/08 TEL: 078-999-9999 FAX: 078-888-8888 
/09 taro@example.kobe-u.ac.jp. 
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放射光第12巻第 4 号 (1999年)

* r発表者名J r所属Jの書き方;共同研究者の方のお名前と所属の右肩に上付きで1， 2 ， 3 と表して下さい口
(筆頭者はそのまま)例: (氏名)放射光太郎、放射光次郎1、年会三郎2、・

(所属)分子研 UVSOR、神戸大院自然 \1i;鮒光学夕、. . . 

第 13 回日本放射光学会年会@放射光科学合同シンポジウム発表申込書
[lJ 口頭

/01 包] ポスター /02 [lJ VUV.SX, 包]丸I\FS， 問加速器・装置，
発表形式 ロ] どちらでも可だが口頭優先 分類 [4J )嫌回折・散乱 [5J 生物関連，

[4J どちらでも可だがホ。スタ優先 [6J その他(

同 どちらでも可

/03 

発表者名*

/04 

所属*

/05 

発表題E

/06 

要旨

/07 /08 

連絡先 γ TEL 

守番号

住所 FAX 
所属

氏名 /09 

e-mail 
*返信用ラへうレ 様
になります。

* /Ol~/æ は，電子メーノレ申込記入要領に対応しています。

8. 予稿集原稿について

-すべてカメラレディで製作します(本のサイズA4)。必ず，郵送でお送り下さい。
・原稿形式 A4版用車府こ縦置きで 1 頁，下記の要領でワープロ，横書きで打って下さい。

①上下 3 CID，左右 2.5 CIDずつあける。

② 1 行目左端に，実験を行った施設名記入の希望があればその施設名を 10 ポイントで。
(第 12 田シンポ予稿集参，照)。

③ 2行目中央に，表題を 14 ポイントで。
④ 1 行あけて 3行自中央に，著者名・所属を 10 ポイントで。
⑤さらに l 行あけて，本文を 9 ポイントで打ち出す。
⑥図・写真等は，各自で鮎り乙むで下さし 10
⑦カラー印品自立，受け付けませんのでご了承下さし、

原稿提出期限:1999 年 11 万 26 日(金)
(領稿送付地) 日本放射光学会事務局

干 170-0013 東京都豊島区東池袋 2-62-8 ピッグオフィスプρラザ 507(有)ワーズ内

Tel. 03-5950-4896 Fax.03-5950-1292 e-mail issrr(cyldt.iii4u.or.in 
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322 放射光第12巻第 4 号 (1999年)

9. プログラムの掲載

日本搬す光学会誌「蹴出第 12巻 5 号(1999 年 11 月末発行予定)

10. 会期中の会議等の開催について

各施設の利用者団体の活動・成果報告，将来構想等の検討の為に，会合開催の日程を系Uυでおります。会場は 9:∞'"'-'21:00 の
間，使用可能だ、す (3 日目は 9:00'"'-'15:30) 口すてやに共催団体として登録されてしも利用者懇談会の開窪日程につきましては

決定しており，未登録の施設利用者間体の申込を受け付けております。その際， 既に予定されている共催団体の会合時間と

できるだけ重複しない時間に設定していただくようお原島、します口 9月 30 日(木)迄に、下記申込書をコゼーし、 FA.)くにて事務局
にお申込下さし 10

《申込・お問い合わせ治) 日本搬す光学会事務局
干 170-∞13 東京都豊島亙東池袋 2-62-8 ゼッグオフィスブρラサ令 507(有)ワーズ内

Tel. 03-5950-4896 Fax.03-5950-1292 e-mail issrr(ã)ノkk.iii4u.or. in 

第 13 回日本放射光学会年会@放射光科学合同シンポジウム施設会合申込書
会合名 I I 希望日

月日

人 要/否

希望時刻数
一
人
一
み
一
込
一
見
一
先

刻
一
瀞

要/否 時分~時分

e-mail 

11. 宿泊について

新子委員会では，第 13 回日本放射光学会年会・合同シンポジウムの期間中，必たてやはありますが，岡崎国立共同研究機構

の共同利用者宿泊施設 (1治￥ 1 ， 550) を確保してあります。学生の方優先でこ下Ij用いただきたしせ思います。

定数に達し次第締切らせていただきますので，早めに下記までご連絡下さい。

千組一85部開崎市明大寺町西郷中 38 岡崎国立共同研究機帯分子科学研姉爪八lS0R 繁政英治

Tel. 0564-55-7400 Fax.0564-54-7079 e-mail. Si2"emasa(繃mlS. ac. in 

その他，会場に近い宿泊施設のリストを表 1 に，岡崎市近郊の宿泊施設を表 2 に示します。

早めに各自でご予約されることをお奨めいたします。

12. その他最新情報は， httn://uvSOl'.mlS.ac.加をご参照下台、
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放射光第 12巻第 4 号 (1999年)

表 1 機構周辺の主なホテル、旅館 畿地図をご参照下さい。

番号 ホテル名 TE し 福泊料金 所要時間会場より|

① 名鉄岡崎ホテル 0564四23四 3111 5 ,500-- 徒歩約 25分

② 間埼グランドホテル 0564申23四 5481 6,050-- 11 20分

③ 関崎ニューグランドホテル 0564-21回 5111 6,900- 11 20分

④ 間椅第一ホテル 0564-26四3111 6,500-- 11 20分

⑤ ビジネス旅館春之家 0564四21四 3670 4,000- 1/ 1 5 分

⑥ ビジネスホテルいとや 0564四21叩 1515 5 ,100- 11 1 5 分

⑦ セントラルホテル 0564四51四 2830 4,800- 11 1 0 分

⑧ グリーンホテル 0564四 53四 3151 5 ,200- 11 5 分

岡崎オーワホテル 0564-28-2001 6,000- 車約 1 0分

女会員番号 rC8220]
一一

※宿泊料金はすべてシングルの部屋を示しますが，予約時に再度確認願います。

※上記の料金は，予約時に両靖国立共同研究機構の名を告げたときの料金です。

※寅は予約時に，会員番号 rC8220]の岡崎国立共同研究機構と告げて下さい。

表 2
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