
４．現地見学会

Aコース：玉川砂防コース

（昭和２８年災害跡地・玉川砂防）

Bコース：不動谷堰堤コース

（昭和２８年災害跡地・不動谷堰堤）

以上２コースを計画しております。

詳細は（４）ページをご覧ください。

５．参加費

○研究発表会

一般会員 ７，０００円（非会員９，０００円）

学生会員 ３，０００円（非会員５，０００円）

○意見交換会費 ５，０００円

○現地見学会費 ５，０００円（昼食代含む）

注：参加費は全額前納とし，返却は致しません。

６．参加申込みおよび宿泊申込み

研究発表会・現地見学研修会・宿泊・意見交換会等の

参加申込み及び宿泊申込みにつきましては，�砂防学会
実行委員会より，�ジェイティービー和歌山支店へ受付
を委託しております。

申込みにつきましては，後述の「お申し込みのご案内」

をご覧下さい。

�ジェイティービー 和歌山支店

「砂防学会」係

Tel：０７３―４３２―１２６１

０７３―４３２―１４３７

Fax：０７３―４３２―２７７５

E-mail : a_tanikawa３１２＠jtb.jp

（４月１日より社名変更）

� JTB西日本 和歌山支店

営業時間：月～金 ９：３０～１７：３０（土・日・祝休業）

担 当：谷川・吉田

７．研究発表に関するお問い合わせ先

〒６０６―８５０２ 京都市左京区北白川追分町

京都大学農学研究科

森林科学専攻，山地保全学分野

里深好文

Tel：０７５―７５３―６０９２

E-mail : satofuka@kais.kyoto-u.ac.jp

平成１８年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会

総会並びに研究発表会実行委員会

平成１８年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会を，下記の要領で開催いたしますのでお知らせ
します。多数のご参加をお願い致します。

�．平成１８年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会実施要領

１．期 日 平成１８年５月２４日�～２６日�
２．場 所 和歌山県民文化会館 ０７３―４３６―１４６６（大会期間中）

（〒６４０―８２６９ 和歌山市小松原通一丁目１番地）

URL : http：//www.wacaf.or.jp/culturehall/index.html

３．日 程 （下記日程表のとおり）

９：００ １０：００ １２：００ １３：００ １４：００ １７：００ １８：００ １９：３０

５月２４日� 受付

テーマ別
セッション

昼食
留学生講演会 研究

発表会 総会 休憩 意見交換会コアタイム

ポスターセッション 展示・説明

５月２５日�
研究発表会 昼食 コアタイム 研究発表会

ポスターセッション 展示・説明

５月２６日� 現地見学会（２コース予定）

１６：００

（３）



研究発表会のテーマ別セッション，一般口頭発表なら

びにポスターセッションにお申し込み頂いた題目は，下

記の学会ホームページでご確認いただけます。

http：//www.jsece.or.jp/event/conf/2006/index.html

掲載されている題目の一覧はセッション割を示すもの

であり，発表順を示すものではありません。最終的なプ

ログラムは原稿提出期限後に決定し，４月中旬までに同

ホームページに掲載しますので，ご発表の日時，会場を

ご確認下さい。

なお，概要集掲載原稿の提出をもって研究発表の最終

的な申し込みとさせていただきますので，必ず期限（平

成１８年４月２日）までにご提出願います（ポスターセッ

ションによる発表につきましても概要集掲載が必要で

す）。印刷の都合上，いかなる理由がありましても提出

期限を過ぎた原稿は受け付けませんのでご注意下さい。

・テーマ別セッションおよび一般口頭発表はパソコ

ン接続のプロジェクタのみで行います。

・OHPならびにスライドは使用できません。

・発表用ファイルを CDか USBメモリーに格納し

て持参願います。パソコンの持ち込みも可能です。

概要集原稿提出先および研究発表要領に関する

問い合わせ先

〒６０６―８５０２ 京都市左京区北白川追分町

京都大学農学研究科森林科学専攻

山地保全学分野

里深好文

Tel：０７５―７５３―６０９２

E-mail：satofuka@kais.kyoto-u.ac.jp

�．平成１８年度�砂防学会研究発表会題目について

◆現地見学会
Aコース（玉川砂防コース），Bコース（不動谷砂防コース）の２コースがあります。
解散地点については，Aコースは南海高野山駅，JR和歌山駅，関西国際空港から，Bコースは南海極楽橋駅，JR和
歌山駅，関西国際空港からお選びください。世界遺産に指定された「紀伊山地の霊場と参詣道」と周辺で実施した砂
防工事について，この機会に是非ご覧ください。

Aコース：玉川砂防コース

５／２６�

JR和歌山駅��かつらぎ町花園新子・紀州大水害跡地��高野町高野山・玉川通常砂防事業現場
８：１５出発 １０：１５ １０：４５ １１：４５ （途中昼食） １３：５０
�������南海高野山駅着 ※

１４：２０ 頃着
�����������������関西国際空港着

１６：００頃着
�����������������������������JR和歌山駅

１６：１０頃着

※ 南海高野山駅からは，南海極楽橋駅，南海橋本駅を経由して難波駅へアクセスが可能です。
１４：２０解散後，最短のアクセスで１６：２２難波駅着となります。

Bコース：不動谷堰堤コース

５／２６�

JR和歌山駅��かつらぎ町花園新子・紀州大水害跡地��高野町高野山・不動谷通常砂防事業現場
８：１５出発 １０：１５ １０：４５ １１：４５ （途中昼食） １３：５０
�������南海極楽橋駅着 ※

１３：５５頃着
�����������������関西国際空港着

１６：３０頃着
�����������������������������JR和歌山駅

１６：１０頃着

※ 南海極楽橋駅からは，南海橋本駅を経由して難波駅へアクセスが可能です。
１３：５５解散後，最短のアクセスで１５：４９難波駅着となります。

注意事項
１．両コースとも，JR和歌山駅東口へ午前８時集合となります。（時間厳守）
２．両コースとも，コース途上において昼食（昼食代は参加費に含む）となります。
３．天候・道路状況により日程等が変更になる場合があります。

（４）



平成１８年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会宿泊のご案内

来る２００６年５月，和歌山市にて，「平成１８年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会」が開催されますことを心よ
りお慶び申し上げます。

このたび，ご参加される皆様方の便宜を図るため，宿泊の手配を弊社が担当させていただくことになりました。

万全の体制でご案内させていただきますので，何卒よろしくお願いいたします。

株式会社ジェイティービー 和歌山支店

株式会社 JTB西日本 和歌山支店 （４／１より社名変更）

１．宿泊のご案内

� 宿泊日 ２００６年５月２３日�・２４日�・２５日�
ホテルマップ

番号 施設名 住所

A ホテルグランヴィア和歌山 和歌山市友田町５―１８

B ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁２６―１

C 和歌山東急イン 和歌山市南汀丁１８

D ホテルランドマーク和歌山 和歌山市手平２―１―２

E シティ INN WAKAYAMA 和歌山市吉田４３２

F ワカヤマ第１冨士ホテル 和歌山市元博労町５

G ワカヤマ第２冨士ホテル 和歌山市湊紺屋町１―２０

H 紀三井寺ガーデンホテルはやし 和歌山市紀三井寺６７３

J ホテルアバローム紀の国 和歌山市湊通丁北２丁目１―２

（５）



� 宿泊施設・宿泊代金

◎宿泊料金は，１泊翌朝食付き，税金・サービス料込みのお一人様当たりの料金です。

◎申込書への記入は，申込記号で記入してください。また，必ず第２希望，第３希望もご記入ください。

◎お申込書にはお部屋割同室者を必ず明記してください。（ツイン利用の方）

◎宿泊施設はお申込の先着順で決定します。，第１希望が満室になり次第，自動的に第２・第３希望の宿泊施設にさせ

ていただきますので予めご了承ください。なお，全ての宿泊施設が満室になり次第締切らせていただきます。

第３希望までの宿泊施設に収まらない場合は FAX書面にてご連絡させていただきます。

◎第３希望までの宿泊施設にてご用意ができた場合，ご連絡は致しません（確定書面でのご案内とさせて頂きます）。

予めご了承ください。

２．交通のご案内

和歌山までの交通手段については，�砂防学会ホームページの平成１８年度研究発表会／「参加申込及び宿泊等のご
案内」をご参照下さい。

航空機・JRなどの交通機関の手配もお手伝いさせていただきます。

申込書の連絡事項欄に，ご記入下さい。弊社よりご案内させていただきます。

３．お申し込み手続き等のご案内

� 申込方法

別紙申込書に必要事項をご記入のうえ，FAXまたは郵送にてお申し込み下さい。（Eメール不可）

� 申込締切日：２００６年４月１４日�

宿泊施設名 住所（アクセス） 室タイプ
宿泊代金
（朝食付）

申込
記号

ホテルグランヴィア
和歌山

JR和歌山駅より徒歩１分
会場までバス１０分県庁前バス停徒歩３分

シングル ９，８００円 A―１

ツイン ８，５００円 A―２

ツイン１名利用 １２，６００円 A―３

ダイワロイネットホ
テル和歌山

JR和歌山駅よりバス７分公園前バス停徒歩１分
南海和歌山市駅よりバス７分公園前バス停徒歩１分
会場まで徒歩１０分

シングル ９，２００円 B―１

ツイン ８，２００円 B―２

ツイン１名利用 １０，５００円 B―３

和歌山東急イン JR和歌山駅よりバス８分市役所前バス停徒歩２分
南海和歌山市駅よりバス７分市役所前バス停徒歩２分
会場まで徒歩５分

シングル ９，３００円 C―１

ツイン ７，５００円 C―２

ツイン１名利用 １１，１００円 C―３

ランドマークホテル
和歌山

JR和歌山駅より徒歩１５分
会場までタクシー約５分

シングル ８，０００円 D―１

ツイン ６，９００円 D―２

ツイン１名利用 １２，０００円 D―３

シティ INN
WAKAYAMA

JR和歌山駅より徒歩３分
会場までバス１０分県庁前バス停徒歩３分

シングル ６，７００円 E―１

ツイン ５，８００円 E―２

ツイン１名利用 ７，７００円 E―３

ワカヤマ第一冨士ホ
テル

南海和歌山市駅より徒歩３分
南海和歌山市駅よりバス７分県庁前バス停徒歩３分

シングル ７，５００円 F―１

ツイン ６，７００円 F―２

ツイン１名利用 ８，８００円 F―３

ワカヤマ第二冨士ホ
テル

南海和歌山市駅より徒歩５分
会場まで徒歩１５分

シングル ７，７００円 G―１

ツイン ６，９００円 G―２

ツイン１名利用 ９，２００円 G―３

紀三井寺ガーデンホ
テルはやし

JR紀三井寺駅より徒歩２分
会場までタクシー約１０分

シングル ７，３５０円 H―１

ツイン ７，３５０円 H―２

ツイン１名利用 ９，４５０円 H―３

ホテルアバローム紀
の国

JR和歌山駅よりバス１０分，南海和歌山市駅よりバス７分
和歌山県庁前バス停徒歩２分
会場まで徒歩２分

シングル ９，３００円 J―１

ツイン ８，８００円 J―２

ツイン１名利用 １３，２００円 J―３

（６）



� 確定書面の発送と参加費・宿泊代金等の支払について

ご出発の２週間前頃に，確定書面（請求書（費用明細）・参加キット等）をお送りいたしますので，請求書に記載の

期日までに指定口座にご入金下さい。また，確定書面の発送をもってご予約の回答とさせて頂きます。予めご了承くだ

さい。万一，確定書面が届かない場合は下記までお問い合わせください。

� 変更・取消について

申込内容のご変更やお取り消しは必ず FAXまたは郵送にてご連絡下さい。（Eメール不可）

お申し込み後，お客様のご都合で予約の変更や取り消しをされる場合は，下記の取消料を申し受けます。

※ご予約のお取り消しの基準日は，当社が FAXを受信した日付とさせて頂きます。

※ご返金は総会終了後１ヶ月以内に振込手数料を差し引いて銀行送金致します。

【宿泊・昼食（弁当）・現地見学会 取消料】

� ご旅行条件の要約

◎募集型企画旅行契約

この旅行は�ジェイティービー（東京都品川区東品川２―３―１１ 国土交通大臣登録旅行業第６４号。２００６年４月１日よ

り JTB西日本（大阪府大阪市中央区久太郎町２―１―２５国土交通大臣登録旅行業第１７６８号。以下「当社」という。総合

旅行業務取扱管理者 中川 渉）が企画・実施する旅行であり，この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行

契約を締結することになります。また旅行条件は，各プランごとに記載されている条件のほか，下記条件，確定書面送

付時に同封いたします旅行条件書，出発前にお渡しする確定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部により

ます。

◎旅行のお申し込み及び契約成立

旅行契約は，当社が契約の締結を承諾し，旅行代金を受領したときに成立するものとします。

※ 個人情報等の取り扱いについて

当社及び販売店は，旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について，お客様との間の連絡のため

に利用させていただくほか，お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手

配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

お申し込み・お問合せ

３月３１日まで

�ジェイティービー和歌山支店 『砂防学会』係 TEL：０７３（４３２）１４３７

担当：谷川・吉田 ０７３（４３２）１２６１

〒６４０―８１５４ 和歌山市六番丁８ FAX：０７３（４３２）２７７５

営業時間：月～金 ９：３０～１７：３０（土・日・祝休業）

４月１日より

�JTB西日本 和歌山支店 『砂防学会』係 TEL：０７３（４３２）１４３７

担当：谷川・吉田 ０７３（４３２）１２６１

〒６４０―８０３３ 和歌山市本町１―４３ FAX：０７３（４３２）２７７５

和歌山京橋ビル 営業時間：月～金 ９：３０～１７：３０（土・日・祝休業）

取消日 取消料

� ６日目にあたる日以前の解除 無料

� ５日目にあたる日以降の解除 旅行代金の２０％

� 当日の解除 旅行代金の５０％

� 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％

（７）


