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第 14 回放射光学会年会・

放射光科学合同シンポジウム開催要項

1 .開催日 2001 年 1 月四日(金)， 13 日(土)， 14 日(日)
2. 場所広島大学理学部 (E 棟会議室他)
3. 主催 日本放射光学会
共催 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所放射光研究施設，東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設，

分子科学研究所極端紫外光実験施設， SPring欄8(原研，理研， ]AS悶)，広島大学放射光科学研究センター，
PF 懇談会， VUV.SX 高輝度光源利用者懇談会， UVSOR利用者懇談会， SPring-8 利用者懇談会

4. プログラム要項

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

企画① 特別講演 総会 懇親会

1113 

企画② *:ポスター発表者がポスターに
必ずいるべき時間帯

1114 

5. 参加費 口
回
目
岡
県
ム
一
品

会
親

会
非
懇

3 ， 000 円，

5 ， 000 円，

5 ， 000 円，

学生 1 ， 000 円(主催及び共催施設・団体所属の方)
学生 2， 000 円(上記以外の方)
学生 2 ， 000 円

6. 年会・合同シンポ組織

組織委員会 。大熊春夫(SP8) ，尾嶋正治(東大入岸本俊二 (KEK) ，木下豊彦(東大物性研)，木村真一(神戸大) , 
坂田誠(名大) ，繁政英治(分子研) , 田村附三郎(広大) ，平谷篤也(広大) ，間瀬一彦 (KEK) ，山本樹(KEK)

ア百グラム委員会大熊春夫 (SP8) ，尾嶋正治(東大) ，岸本俊二 (KEK) ，木下豊彦(東大物性研) ，木原裕(関西医大) , 
木村真一(神戸大) ，坂田誠(名大)，繁政英治(分子研) ，城鍵男(広大) ，田村間三郎(広大) , 
。平谷篤也(広大)，間瀬一彦(五EK) ，山本樹 (KEK)

実行委員会 乾雅祝(広大)，大熊春夫 (SP8) ，木村昭夫(広大)，関谷徹司(広大)，田林清彦(広大)，
。田村剛三郎(広大)， 0生天白博文(広大) ，橋本英二(広大)，平谷篤也(広大) ，山本樹(KEK)

。委員長、 O副委員長

7 .発表者資格

日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウムの一般講演・ポスターの発表者(登壇者またはポスター発表の場合には説明
者)は，①主催罰体の日本放射光学会会員，または②共催団体の会員か職員，に譲ります。

( 1 )共催団体の会員または職員で日本放射光学会会員となっていない方は，放射光科学の発展に学会の果たしている役割を
ご理解いただき，日本放射光学会に入会していただくことを強く希望します。

(2) 発表申し込み時点で上記の資格を有しない方は，発表当日までに資格を取得する必要があります。とくに，日本放射光
学会への入会申し込み手続きを至急行っていただくことを希望します。

(3) 発表者が巨本放射光学会の会員または共催団体の会員・職員である場合は，共同発表者の中に上記の資格を満たさない
方が含まれていても差し支えありません。
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なお，今回の年会では，学生会員の一般講演・ポスター発表を対象としてポスター賞・口頭発表質を予定しております。詳細
については，次号の放射光学会誌でお知らせします。

8. 発表講演申し込みについて

-申込締切: 2000 年 9 月 2 9 E3 (金)必着
・申込方法: 下記の記入要領を参照して、電子メールにて jssrr@hiroshima-u.ac.jp までお送り下さい。

電子メールの送受信ができない環境の方は、別ページの発表申込用紙をコピーし、必要事項をご記入のうえ、
郵送又は F必C で下記の学会事務局までお送り下さい。また，各種の間合わせや講演申込み締切り後の連絡も
学会事務局あてにお願いします。上記のメールアドレスでは対応できませんのでご注意下さい。

・発表形式: 口頭とポスターがあります。希望される発表形式及びその番号をご記入ください。
位し、プログラム委員会での調整(振り分け)のため、ご希望通りにならない事がありますので予めご了承下さい。

・電子メール: 電子メールで、申し込んだ場合には内容確認後に f受理j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
どちらかを，必ず電子メールで返信致します。電子メール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
主企(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さい。

・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 日までに
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い事になりますので，必ず 11 月間日迄に学会事務局
までご連絡下さい。

《電子メール先~ jssrr@hiroshima・u.ac.jp (発表講演申込み専用)
《郵送，F.必E 先〉 日本放射光学会事務局

千170心013 東京都豊島区東池袋ふ62-8 ビッグオフィスプラザ 507 (有)ワーズ内
Tel. 03-5950-4896 / Fax.03・5950-1292

-記入要領: /00 から /09 までを全て記入の上、電子メールでお申込み下さい。
なお，コンビューターによる処理の都合上， /00 などの整理番号は必ず付けて下さい。

/00 発表者資格:以下の中からひとつだけ選択し，番号と発表者資格を両方とも記入して下さい。放射光学会会員は
[2]を優先して下さい。学生会員の方はポスター賞，民顕発表賞の対象となりますので [1] を記入して下さい。
なお，いずれの発表者資格もない方は，申込みに先立つて放射光学会事務局までご連絡ください。
[1]学生会員 ([2] または[8]"-[11]の何れかの学生会員)
[2]放射光学会会員， [3]PF 職員， [4]SRL-ISSP 職員， [5]UVSOR 職員， [6]SP-8 職員， [7]HSRC 職員，
[8]PF 懇談会， [9]VUV'SX 懇談会， [10]UVSOR 懇談会， [11]SP-8 懇談会

/01 発表形式:以下の中から選択し，番号と希望発表形式を両方とも記入してください。
[1] 口頭， [2] ポスター， [3] 口頭優先， [4] ポスター優先， [5] どちらでも可

/02 分類:以下の中から選択し，番号と希望分野名を両方とも記入してください。
[1] VUV 'SX, [2] XAFS , [3] 加速器・装置， [4] X線屈折・散乱， [5] 生物関連，間その他

/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いで下さい。
/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 要量: 100'"'-'200 字程度で記入して下さい。
/07 連絡先:郵便番号，住所，所痛，名前を記入して下さい。
/08 TELIFAX :寵話番号，ファックス番号を記入して下さい。
/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い。

[電子メールでの申込記載例]
/00 [2] 放射光学会会員
/01 [3] 口頭優先
/02 [5] 生物関連
/03 放射光太郎，放射光次郎1，年会三郎 2
/04 広大 SR センター， 1 広大院理， 2 放射光学会

/05 放射光学会での講演申請の方法
/06 一咋年までの放射光学会では，講演申し込みを手紙またはファックスで、受け付けていた。昨年度より事務の簡素化をは

かるため電子メールでのみ受け付けることが検討されている。本講演では，電子メーノレ受付で、の良い点と悪い点をあげ，

電子メーノレによる講演申込みの可能性を探る。

/07 〒 739欄8526 東広島市鏡山 2-313
広島大学放射光科学研究センター 放射光次郎

/08 TEL: 082-999-9999 FAX: 082-888幽8888

/09 taro@e却amle.hisor.ac.jp.
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* r発表者氏名 J r所属jの書き方
共同研究者の方のお名前と所痛の右肩に上付きで1 ， 2, 3 と表して下さい。(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)広大 SR センター，広大院理 1、放射光学会2、.

第 14 回放射光学会年会@放射光科学合同シンポジウム発表申込書
/00 山学生会員(注: [2]または[8]"-' [11]の何れかの学生会員)
発表者資格 [2]放射光学会会員， [3]PF 職員， [4]SRL-ISSP 職員， [5]UVSOR 職員，開SP-8 職員， [7]HSRC 職員，

[8]PF 懇談会，伊]VUV'SX懇談会， [10]UVSOR 懇談会， [11]SP-8 懇談会

/01 
[1] 口頭， [2] ポスター，

/02 
[1] VUV.SX, [2]XAFS , [3] 加速器・装賓

発表形式
[3] 口頭優先， [4] ポスター優先，

分類
[4] X線回折・散乱， [5] 生物関連?

[5] どちらでも可 [6] その他(

/03 
発表者名

/04 
所属

/05 
発表題目

/06 
要旨

/07 /08 
連絡先
千番号 T TEL 

住所
所属 F必C

氏名
09/ 

*返信用ラベル
日側Mail

になります。 様

ー一歩

/00 から/09 は、電子メール申込み要領に対応しています。

9. 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版用紙に縦置きで 1 真，下記の要領でワープロ，横書きで打って下さい。

① 上下 3 cm，左右 2.5 cmずつあける。
② 1 行自左端に，実験を行った施設名を 10 ポイントで(第 13 胆シンポ予稿集参照)。
③ 2 行自中央に，表題を 14 ポイントで。
④ 1 行あけて 3 行日中央に，著者名・所属を 10 ポイントで。
⑤ さらに 1 行あけて，本文を 9 ポイントで打ち出す。
⑥ 図・写真等は，各自で貼りこんで下さい。
⑦ カラー印刷は，受け付けませんのでご了承下さい0

・原稿提出期限 :2.000年 11 月 24日(金)必着
《原稿送付先》 日本放射光学会事務局
千170-0013 東京都豊島区東池袋 2-62-8 ビッグオフィスプラザ 507 (有)ワーズ内
T el. 03-5950-4896 Fax. 03-5950-1292 e-mai 1 jssrr@kk.iij4u.or.jp 
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10. プログ、ラムの掲載

日本放射光学会誌「放射光」第 13 巻 5 号 (2000 年 11 月末発行予定)

1 1.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，会合開催の日程を組んでおります。 会場は 9 : 00"-' 
21 : 00 の間，使用可能です (3 日目は 9 : 00"-'15 : 30)。すでに共催団体として登録されている利用者懇談会の開催日程
につきましては決定しており，未登録の施設利用者団体の申込を受け付けております。 その捺， 既に予定されている
共催団体の会合時開とできるだけ重複しない時関に設定していただくようお願いします。 9~29日(金)迄に、下記申込書
をコピーし、 FAX にて事務局にお申込下さい。

《申込・お問い合わせ先》日本放射光学会事務局
干170-0013 豊島区東池袋 2-62-8 ビッグオフィスプラザ 507 (者)ワーズ内
Tel.03-5950-4896 Fax.03-5950-1292 e-mail.issrr@kk.iij4u.or.jp 

第 14回放射光学会年会@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

参加見込み人数 希望時挺

要/否 要/否 時分~ 時分

人

連絡先

氏名

e-mail 

12. 宿泊について

次ページに東広島市内の比較的パス路線に近い宿泊施設のリストとその所在地を示します。収容人数は余り多くないので、早めに

各自でご予約されることをお勧めします。リスト以外にも自動車で来場される方にはご利用いただける宿泊施設がしてつかあります。
東広島市のホームページ等をご参照下さい。東広島市内に予約ができない場合は、広島市から通われることをお勧めします。

13. 交通案内

より詳しし、ご案内を、次号の放射光学会誌と広島大学放射光科学研究センターのホームページに掲載予定です。

1.山陽本線 JR 西条駅一広島大学問
@パス: rブーノレバール経由広島大学行j乗車、片道約 20 分、料金 280 円 (土日運休ダイヤに注意)
@タクシー:所要時間約 15 分、料金約 1 ， 700 円

2. 新幹線・東広島駅一広島大学問
@タクシー:所要時間約 15 分、料金約 1 ，800 円 ([注}土日には京島大学行のパスはありません。)

3. 広島空港一広島大学問
広島空港一(パス、約 18 分)一自市駅一(山陽本線、約 8 分)-西条駅一(案内 1) 、空港から JR~条駅まで約1時間

4. 広島市内一広島大学問
@山陽本線: 広島駅一(山陽本線、約 30 分)一西条駅ー(案内 1) 、 15""'20 分に1本、片道 570 円
8JR 高速パス:広島パスセンター(紙屋町)ー(約1時間)一広島大学、 1日寺院に1本程度、片道 800 円

14. 交通、福泊やその他の最新情報
広島大学放射光科学研究セン夕一のホ一ムべ一ジ(白ht廿tp://www.hsrc.hi廿ro唱Oωsl恒1立lma小幽幽引刷.1.札l.ac仏.伊)をご覧下さい。
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会場周辺の主な宿泊施設リスト

番号 ホテル・旅館名 TEL 宿泊料金

① 東広島シティホテル (0824) 22・8686 6 ，000~ 

② ホテルサンライズ21 (0824) 31・ 3232 5,800 

③ 年金健康保養センターひがし広島 (0824) 22・8211 7 ， 738(2食付)~

④ ホテルイーグ、ル (0824) 22-5590 6 ，000~ 

⑤ ホテルグランカーサ (0824) 21 酬 3111 6，000~ 10,000 

⑥ 稲足旅館 (0824) 22嗣2349 6， 500(2食付)

⑦ 西条イン (0824) 2乙2277 5,500 

⑦ 東広島ライオンズホテル (0824) 22・3666 5 ， 250~6， 300 

⑦ ピ、ジネスホテノレ安芸 (0824) 22-6001 4，000~4， 700 

③ 西条旅館 (0824) 22-2762 6 ， 900(2食付)

⑨ インターシティーホテルユーカリ (0824) 23-9771 5,250 

⑪ 藤乃家旅館 (0824) 2.3闘2423 15 ， 000(2食付)

⑪ 割烹ホテルーぷく (0824) 24-.3955 6 ，900~ 

会場周辺、宿泊施設地図
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