
 

平成21年度(社)砂防学会通常総会並びに研究発表会 

 
通常総会並びに研究発表会「広島大会」実行委員会 

 
平成２１年度（社）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。一部の企画
については市民に無料で公開します。多数のご参加と研究発表をお願いいたします。 
なお，「砂防学会研究発表会」は，技術士 CPD（継続教育）履修実績として申請することができます。
（技術士 CPDに関するお問い合わせ先：学会事務局 TEL 03‐3222‐0747） 

 
Ⅰ．平成21年度（社）砂防学会通常総会並びに研究発表会「広島大会」実施要領 

 
1．期 日 平成２1年５月２７日(水)～２９日(金) 
2．会 場 広島アステールプラザ 
      （〒730-0812 広島市中区加古町４番１７号 Tel. 082-244-8000） 
3．日 程 （下記日程表のとおり。表の中の斜体字については市民に公開します） 
 
                9:00    10:00      11:00    12:00    13:00     14:00     15:00      16:00      17:30      18:30    20:00 

総会 
特別 
講演 昼食

 
企画セッション・ 
テーマ別セッション
(＊) 

コア 
タイム

研 究 発 
表 会 

 
5月 27日(水) 
  

受付 
 

ポスターセッション・企業展示・行政展示 

休憩 
意 見 
交換会

研究発表会 昼食
コア 
タイム 研究発表会 

 
5月 28日(木) 

 ポスターセッション・企業展示・行政展示 

 
 

 
5月 29日(金) 現地研修会～2コース予定 

 

  (＊) テーマ別セッションについては市民に公開するのはテーマ3)のみとします    
4．現地研修会 
    ①コース：宮島庭園砂防コース 
  （白糸川災害関連緊急砂防事業，紅葉谷川庭園砂防 ） 
   ②コース：平成11年6.29災害復旧事業コース 
   広島西部山系直轄砂防事業（宮園・四季が丘地区），

災害関連緊急治山事業（小野原地区） 
  詳細については，後述の「現地研修会」の項を 
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 10,000円） 
   学生会員 3,500円（非会員  5,000円） 
○意見交換会費 5,000円 
○現地研修会費 5,000円（昼食代含む） 

 注：参加費は全額前納とし、返却はいたしません。 
 6．参加及び宿泊等申込み 
   研究発表会，現地研修会，宿泊，意見交換会等の参
加申込みにつきましては，「広島大会実行委員会」よ

り㈱フジトラベルサービスＥＣ団体旅行広島営業所

に受付業務を委託しております。 

   申込手続き等につきましては，後掲の同社「御案内」
をご覧ください。 
7．「広島大会実行委員会」 
委員長 海堀正博 広島大学大学院総合科学研究科 
委 員 北川隆司 広島大学大学院理学研究科 
委 員 戎  信宏 愛媛大学農学部生物資源学科 
委 員 笹原克夫 高知大学農学部 
委 員 川浪亜紀子 林野庁近畿中国森林管理局 
委 員 森田耕司 国土交通省中国地方整備局 
委 員 田端秀秋 広島県農林水産局農林整備部 
委 員 草野愼一 広島県土木局土木整備部 
委 員 山下祐一 ㈱荒谷建設コンサルタント 
 委 員 阿部宗平 社団法人砂防学会 
8．「広島大会」に関するお問い合わせ先 
     〒730-8511 広島市中区基町10-52  

広島県土木局土木整備部砂防課 

    （「広島大会」実行委員会事務局） 
  Tel:082-513-3942( 直 通 )  Fax:082-223-2443   

E-mail:dosabou@pref.hiroshima.lg.jp 



 

◆ 現地研修会 
①コース（宮島庭園砂防コース），②コース（平成 11年 6.29災害復旧事業コース）の２コースがありま
す。解散地点については，①コース，②コースともＪＲ広島駅及び広島空港となります。 
①コースでは，平成１７年の台風１４号により土石流が発生した白糸川において，世界文化遺産に指定 
されている厳島神社の景観に配慮して実施した緊急砂防事業と，白糸川の事業のお手本となった紅葉谷川

庭園砂防を，②コースでは平成１１年６月２９日に発生した豪雨災害の被災箇所のうち，西部山系直轄砂
防事業（宮園・四季が丘地区）及び災害関連緊急治山事業（小野原地区）で整備された施設をご覧いただ

きます。 
 

①コース 
平和記念公園原爆資料館前 → 宮島口 ～ フェリー → 厳島神社 → 白糸川渓流砂防  
8:30集合     8:45出発    9:35    9:55 10:05   10:25  11:00   11:05    11:40 
→ 紅葉谷川庭園砂防  → 昼食（宮島内） →  宮島 ～ フェリー  → ＪＲ広島駅 
    11:50     12:25     12:30     13:30   14:00       14:15      15:30 

                                             → 広島空港 
                                                                         16:00 

５月２９日 

②コース 
平和記念公園原爆資料館前 → 広島西部山系直轄砂防事業（宮園・四季が丘地区）  
8:30集合   8:45出発    9:30                            10:15 
→ 災害関連緊急治山事業（小野原地区） → 昼食（広島市内） → 縮景園 
     10:45                 11:15        12:00      13:00     13:10  14:00 
→ ＪＲ広島駅 → 広島空港 
    14:15           15:15 

 
注意事項 
 １ ①コース，②コースとも広島平和記念公園原爆資料館前に午前８時３０分までに集合となります。（時間厳守） 
 ２ 研修終了後，①コースはＪＲ広島駅又は広島空港に直行となりますので，申込みをされる際にいずれかの下車

地をお選びください。（②コースはＪＲ広島駅を経由して広島空港まで参ります。） 
 

Ⅱ. 平成 21年度砂防学会研究発表会要領 
  
1．発表者の資格 
砂防学会員に限ります(ただし，グループでの 
発表の場合は，代表者が会員であることが必要で

す)。 
注: 原則として，発表者一人あたりの発表件数 
は一般口頭発表・ポスターセッションを通じて， 
どちらか一件とします(なお連名の場合はこの限 
りではありません)。また，企画セッション・テー 
マ別セッション関係については重複制限の扱いか 
ら除外するものとします。 
2．発表内容 
土石流，山崩れ，表面侵食，地すべり，地震や噴 
火に起因した土砂流出等の土砂災害およびそれら 
の防止工事，斜面緑化，森林水文，森林が土砂流出 
に与える影響，土砂災害減災と生態系保全，砂防の 
社会的評価に関するもので，原則として学会等に未 
発表のものに限ります。 

3．発表方法 
一般口頭発表か、ポスターセッションでの発表か
については必ずしも発表申込時の希望どおりには
なっておりません。（社）砂防学会「広島大会」電子
投稿システムの中に掲載しますので確認をお願い
します。 
企画セッション・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ーのみで 
行います。発表者は，USBメモリーか CDにファ 
イルを格納して持参してください。パソコンを持ち 
込まれても構いません。OHPおよびスライドは使 
用できません。パソコンのOSはWindows XP， 
ソフトは PowerPoint2003です。発表前にパソコ 
ン等で動作確認をしておいてください。 
ポスターセッションでの発表方法の詳細につい
ては、（社）砂防学会「広島大会」電子投稿システム
の中に掲示しますので確認をお願いします。 



 

4．企画セッション・テーマ別セッション 
平成 21年度研究発表会においては，一般口頭 
発表並びにポスターセッションの他に，以下に示す 
１課題の企画セッションと３課題のテーマ別セッ 
ションを設定いたします。これらの企画セッショ 
ン・テーマ別セッションでは，発表論文を募集せず， 
コーディネーターがセッション形式，発表者などを 
決めることとします。 
企画セッション 
平成11年6.29広島
防止に向けた取組の
コーディネーター: 
協会中国支部防災

ント)) 

セッションの趣旨: 
平成 11年６月
災害から 10年が経
土砂災害を契機に

この 10年の間に，
が大きく進展して

が主体となる地域

ついて，その現状と

本セッションは一

住民自らが主体と

進めます。 
議論の進め方と

並びに区域指定の

経験者の広い見地

課題，自主防災組

例と課題，専門技

いる防災教育など

域防災力の向上に

できること，行政

公助)を整理して議
テーマ別セッション
1) 最近の地震による
コーディネーター: 
セッションの趣旨: 
2008年 6月 14
震により，今もなお

多大な被害を奥羽

にもたらした。本

としては最大規模

閉塞など多様な種

害を与えた。一方

震，2007年 3月の
月 12日の中国四川
土砂災害を起こす

いずれの災害も土砂災害の発生直後の緊急対応と

して，二次災害防止のための警戒避難システムの

構築や応急対策などが懸命に行われた。また，地

震と土砂災害発生との因果関係についても知見が

得られつつある。本セッションではこれらの地震

による土砂災害から得られる知見を集大成し，今

後の地域の復興と流域全体の減災に反映させるべ

く議論を行いたいと考えています。 
2) 流出特性から見た崩壊・土石流の危険度判定－第
一般公開
県土砂災害から10年－土砂災害
評価と課題－ 
山下 祐一(建設コンサルタンツ
部長 (（株）荒谷建設コンサルタ

 
29日に発生した広島県での土砂
過しました。この 6.29広島県
土砂災害防止法が制定される等，

土砂災害のソフト的な取り組み

きています。そこで特に，住民

防災力の向上に関連する活動に

課題を議論したいと思います。

般市民参加の自由参加型とし，

なるような活動について議論を

して，｢土砂災害防止法｣の概要

状況を説明いただいた後，学識

から見た災害に対するご意見や

織による地域防災力向上の模範

術者が地域住民のために行って

の話題提供をいただいた後，地

つなげて行くために，住民側で

に期待する事など(自助，共助，
論します。 
 
土砂災害とその対策 
井良沢 道也 (岩手大学) 
 
日に発生した岩手・宮城内陸地

多数の方が避難しているなど，

山脈水源山地及び中山間地周辺

地震は近年の我が国の内陸地震

であり，大規模地すべりや河道

類の土砂災害が発生し甚大な被

，2004 年 10 月の新潟県中越地
能登半島地震，そして 2008年 5
大地震など，国内外で大規模な

地震が相次いで発生している。

１回砂防技術研究会共同研究の成果を基に－ 

コーディネーター: 恩田 裕一 (筑波大学) 
セッションの趣旨:  
社会要求の多様化に伴い，砂防事業を推進する

上での砂防行政の課題は多様化してきている。こ

れに対応し，新しい時代の砂防技術に対する多様

な要請に迅速に応えていくために，大学研究者と

砂防行政担当者が砂防行政の課題解決に向けた共

同研究を行うため，砂防技術研究会が設置された。

砂防研究会の目的は，現場で求められている砂防

行政の課題に対する解決策について議論･共同研

究を行うことにより，それらの課題に対する解決

を図るとともに，砂防学と砂防技術の発展を図る

ことを目的とするものである｡本セッションは，平

成 16～18 年度に実施された砂防技術研究会共同
研究（第１回）の成果を基に，流出特性から見た

崩壊・土石流の危険度判定の可能性について議論

する。セッションの発表者は，砂防技術研究会共

同研究（第１回）のメンバーを中心に構成し，今

後の崩壊・土石流の危険度判定のあり方について

議論する。 
3) 土砂災害警戒情報の現状と課題 
コーディネーター: 小山内 信智 (国土
技術政策総合研究所 砂防研究室長)
セッションの趣旨:  
 平成 19 年度までに，都道府県砂
気象台が連携して発出する「土砂災

が全国で運用されるようになり，こ

用実績も増加してきた。「土砂災害警

象業務法，災害対策基本法に取り込

なっており，土砂災害による人的被

の効果を上げていると考えられる。

 しかしながら，これまでのところ
ちに住民の避難行動に結びついてい

ほど多くはない。その原因としては，

戒情報」の意義が市町村防災担当者

に浸透していないこと，および情報

に対する強制力を持ちうるに足るの

い，という二つの側面があると考え
一般公開

交通省 国土
 

防部局と地方

害警戒情報」

こ数年間で運

戒情報」は気

まれた情報と

害軽減に一定

 
情報発出が直

る事例はそれ

「土砂災害警

や住民に十分

の精度が避難

かが明確でな

られる。 



 

 そこで，本セッションでは，最近の「土砂災害
警戒情報」の運用実態を分析し，実効性を高める

ための方向性を探りたい。 
5．概要集掲載原稿の提出期限 
  平成 21年 4月 10日(金) (厳守) 
概要集掲載原稿の提出は「砂防学会「広島大会」

電子投稿システム」を通じて行います。本システムで

のPDF入稿のため提出期限以降はいっさい受け付

けられません。なお，ポスターセッションによる発表

についても概要集掲載が必要ですのでご注意くださ

い。 

  【砂防学会「広島大会」電子投稿システム】 

   http://www.hiroshima-jsece.org/menu.php 

6．研究発表要領に関する問い合わせ 
「広島大会」研究発表会問い合わせ用アドレス 
E-mail: h21sabo-info@hiroshima-jsece.org 

  または 
 「広島大会」実行委員会事務局 
〒730-8511 広島市中区基町 10-52  
広島県土木局土木整備部砂防課内 
Tel. 082-513-3942 (直通)，Fax: 082-223-2443 

   
Ⅲ. 砂防学会研究発表会概要集用原稿作成要領 

 
 「広島大会」では完成原稿は PDF入稿とします。
ミスプリント防止のために， PDFファイルの原稿
をそのまま縮写(95%)し，印刷の上，概要集を作成
するので，以下の諸点に留意のうえ鮮明な原稿を提

出願います。 
1．原稿書体 
原稿は原則として，ワープロ打ちもしくはタイプ

ライター打ちとして下さい。 
2．原稿用紙及び文字のサイズ 

A4版用紙を用い，余白として，上 15mm，下 
25mm，左 20mm，右 10mmを確保して下さい。 
なお，プリンタの都合によっては上下の余白の和が 
40mm程度，左右の余白の和が 30mm程度であれ 
ば良いものとします。これにより，原稿が横 180mm，
縦 257mm の範囲内に収まるように作成して下さ

い。 
１行の文字数及び 1ページの行数は自由とします。
ただし，文字のサイズは 10 ポイント(14 級)以上
とします。 
3．原稿枚数 
２枚とします。１枚あるいは３枚以上は受け付け 
ません。 
4．題名及び氏名 
題名は第１行目の中央に書き，１行あけて所属， 
発表者名(連名の場合は発表者の先頭に○印を付け 
る)を右側に寄せて書いて下さい。題名は本文より 
やや大きめに書いて下さい。１行あけて本文を書き 
始めて下さい。 
5．使用する文字 
使用する文字，仮名遣いは，原則として「常用漢 
字表」，「現代仮名遣い」に従って書いて下さい。 
6．改行 
改行した場合の次の行は，必ず１字あけて書き始 
めて下さい。 

7．文字の割付 
句読点，(  )，: ，引用記号及び１桁のアラビア
数字には１ますをあて，アルファベット及び２桁

以上のアラビア数字には２字で１ますをあててく

ださい。 
8．見出し番号 
本文の章，節等には次の記号を使用して下さい。 

  章     1， 2， 3 
  節     1.1， 1.2， 1.3 
  節以下 1.1.1， 1.1.2， 1.1.3 
9．参考文献 
  内容に関係のある参考文献を最後にあげて下さ
い。 
10．図表 
 図表はすべてインキングし，原則として本文の
間の所定の位置に挿入して下さい。図表等の左右

に余白ができたときは，その部分にも本文を記入

して下さい。 
11．写真 
 写真を使用する場合は，白黒印刷にも耐える鮮
明なものとして下さい。また，図表と同様，原則

として本文の所定の位置に挿入して下さい。 
12．原稿の PDF化と取扱い 
 完成した原稿は，PDF化ソフト（例えば Adobe
社 Acrobat等） を用いて PDFファイルにしてく
ださい。原稿にはページ番号を入れないで下さい。 
 なお， PDF 化された原稿からそのまま概要集
を作成するので，不鮮明なものについては再提出

をお願いすることがあります。ご了承下さい。 
13．原稿の送付先 
 概要集原稿の送付については，前述の「砂防学
会『広島大会』電子投稿システム」をご利用くだ

さい。 



平成２１年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会「広島大会」
～参加登録・宿泊・お弁当（昼食）・意見交換会のご案内～

� お申込方法
�別紙お申込書を�フジトラベルサービス EC団体旅行広島営業所宛にご送付下さい。
□FAX⇒０８２―８８５―３１７７（個人情報が記載されております。くれぐれも FAX番号の間違いにご注意下さい）
□郵送⇒〒７３１―４３１１ 広島県安芸郡坂町北新地２―３―４１ フジ中国本部ビル３F
□E-mail⇒danpiro@fj-t.com（参加申込書の必要記載事項をメールにてご送付下さい）

�宿泊プラン・宿泊＋航空券セットプランとも先着順ですので必ず第二希望ホテル欄のご記入をお願いします。
�お申し込み内容確定後，回答書を FAX致しますので幣社口座へ期日までにご入金お願いします。
�変更・取消につきましては全て FAX又は E－mailにてお願いします。電話での変更・取消はできません。ご了承
下さい。

�ご入金確認後，５月２０日�までに申し込み代表者様宛に参加キットをお送りいたします。
� 申込締切日：２００９年４月２４日�
� 取消料について
�お客様のご都合で予約の変更や取消をされる場合は，別紙ご案内の取消料を申し受けます。
�変更・取消の基準は当社の営業時間内に受信した FAX・メールの日時とさせていただきます。
�ご返金は６月３０日�までに振込み手数料を差し引いて銀行送金いたします。

� 当社の手配の範囲について
�宿泊・宿泊＋航空券セットの確保 �昼食（弁当）の手配 �現地研修会時の貸切バス

� その他手配について
下記ご要望ございましたら，通信欄にご記入下さいませ。
�５名以上団体割引航空券（羽田空港発着以外も可能）
�航空券のみのお手配
�JR券のみの手配
�８名以上団体割引 JR券の手配

� ご旅行条件（要約）
●国内募集型企画旅行契約
この旅行は�フジトラベルサービス（広島県安芸郡坂町北新地２―３―４１，観光庁長官登録旅行業第８９５号，以下「当
社」）が企画・募集し実施する国内旅行であり，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。ご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，出発前にお渡しする最終旅
行日程表と証する確定書面，及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申込み及び旅行契約の成立
所定の申込み書にご記入いただき，FAXか郵送又は E-mailにてお申込み下さい。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いたします。

●個人情報の取扱について
当社は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について，お客様との連絡に利用する他，お客様
がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等のサービス手配，及びそれらのサービスを受領するための手続
きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他，当社の個人情報の取扱に関する方針等についてはホームペ
ージ（http：／／www.fj-t.com）でご確認下さい。

旅行企画・実施 株式会社フジトラベルサービス
観光庁長官登録旅行業第８９５号
総合旅行業務取扱管理者 藤崎 治

お申込み・お問い合わせ
�フジトラベルサービス EC団体旅行広島営業所
「平成２１年度	砂防学会通常総会並びに研究発表会」係
担当 藤崎 治
〒７３１―４３１１ 広島県安芸郡坂町北新地２―３―４１ フジ中国本部３F
TEL０８２―８８５―２１１０ FAX０８２―８８５―３１７７ E-mail danpiro@fj-t.com
営業時間：AM９：００～PM５：４０�～� 定休日（日・祝日）
（土曜日は変更・取消は承れません）
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宿泊プラン及び，宿泊＋航空券セットプラン（羽田発着限定）のご案内
〈宿泊プランのご案内〉

●５月２６日�・２７日�・２８日・２９日�の宿泊をお承ります。
●下記一覧表記載の料金はお一人様１泊朝食付（サービス料・消費税込）の料金です。

〈宿泊＋航空券セットプランのご案内〉

●最小催行人員：１名様 ●適用運賃 IIT

●添乗員なし（各空港での搭乗手続き，宿泊施設チェックイン手続きはお客様ご自身で行っていただきます）

●ご旅行代金に含まれるもの／羽田空港から広島空港までの往復航空運賃，一泊朝食付の宿泊代金
（サービス料金及び諸税込み。２日目以降の宿泊は別途追加となります。）

●往復同一航空会社でなければセットプランは予約できません。お気をつけ下さいませ。

●２泊以上宿泊の方は『宿泊プラン』の料金を泊数分加算して下さい。

●航空機のご搭乗日・搭乗便により追加料金が必要です。航空便のご案内にてご確認下さい。

〈ご旅行代金のご案内（お一人様）〉

地図
番号

ホテル名 部屋タイプ
宿泊プラン 宿泊（１泊）＋航空券セットプラン

申込記号 宿泊料金（円） 申込記号 基本旅行代金（円）

１ アークホテル広島
シ ン グ ル ０１SA ６，８００ ０１SP ３２，５００

ツ イ ン ０１TA ６，０００ ０１TP ３１，５００

２ コンフォートホテル広島大手町
シ ン グ ル ０２SA ７，３００ ０２SP ３３，５００

ツ イ ン ０２TA ７，０００ ０２TP ３２，５００

３
広島インテリジェントホテルアネ
ックス

シ ン グ ル ０３SA ７，５００ ０３SP ３４，０００

ツ イ ン ０３TA ６，８００ ０３TP ３２，５００

４ ホテルヴィアイン広島
シ ン グ ル ０４SA ７，７００ ０４SP ３４，０００

ツ イ ン

５ ホテル法華クラブ
シ ン グ ル ０５SA ８，４００ ０５SP ３３，３００

ツ イ ン

６ ドーミーイン広島
シ ン グ ル ０６SA ８，９００ ０６SP ３４，３００

ツ イ ン

７ 広島東急イン
シ ン グ ル ０７SA ９，０００ ０７SP ３４，５００

ツ イ ン ０７TA ７，５００ ０７TP ３３，０００

８ オリエンタルホテル広島
シ ン グ ル ０８SA ９，５００ ０８SP ３４，８００

ツ イ ン ０８TA ８，５００ ０８TP ３３，８００

９ ホテルサンルート広島
シ ン グ ル ０９SA ９，８００ ０９SP ３５，１００

ツ イ ン

１０ 三井ガーデンホテル広島
シ ン グ ル １０SA ９，９００ １０SP ３５，２００

ツ イ ン １０TA ９，０００ １０TP ３４，２００

１１
ANAクラウンプラザホテル広島
（意見交換会会場）

シ ン グ ル １１SA １１，５００ １１SP ３８，０００

ツ イ ン １１TA １０，５００ １１TP ３６，５００

※ご希望のホテルタイプ又はホテルが満室の場合は，他のタイプ，又は他のホテルをご案内する事がございますので，予めご
了承下さい。
※お申込は原則として，先着順に受付番号を付与し，番号順に配宿をいたしますのでご了承下さい。
※上記ホテルは予め確保しておりますが，お申込み多数の場合に，ホテル一覧表以外のホテルをご案内させて頂く場合もござ
います。
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〈航空便のご案内〉

※宿泊＋航空券セットプランは往復同一航空会社利用となります。

※下記日程は１月時点の航空機運行スケジュールです。航空会社の都合により予告なく変更する場合がございます。

※下記追加料金記載の便をお選び頂いた場合，基本旅行代金より表示の追加料金を加算して下さい。

往路（羽田空港⇒広島空港） 復路（広島空港⇒羽田空港）

２００９／５／２６日�～２８日 ２００９／５／２８日～３０日�
便名 羽田空港発 ⇒ 広島空港着 追加料金 便名 広島空港発 ⇒ 羽田空港着 追加料金

ANA６７１ ６：５５ ⇒ ８：２０ ２，０００円 ANA６７２ ７：３５ ⇒ ８：５０ ２，０００円

ANA６７３ ８：１５ ⇒ ９：４５ ANA６７４ ９：１０ ⇒ １０：２５ ２，０００円

ANA６７５ １０：００ ⇒ １１：３０ ANA６７６ １０：３５ ⇒ １１：５５ ２，０００円

ANA６７７ １２：１０ ⇒ １３：４０ ANA６７８ １４：２５ ⇒ １５：４０ １，０００円

ANA６８１ １４：４５ ⇒ １６：１５ ANA６８２ １７：０５ ⇒ １８：２５

ANA６８３ １７：３０ ⇒ １９：００ ２，０００円 ANA６８４ １８：１０ ⇒ １９：３０

ANA６８５ １８：３０ ⇒ ２０：００ ANA６８６ １９：４５ ⇒ ２１：０５

ANA６８７ １９：３０ ⇒ ２１：００ ANA６８８ ２０：４５ ⇒ ２２：００
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〈取消料のご案内〉

〈お弁当のご案内〉

●お弁当１個／１，０００円（茶付）
アステールプラザ１Fには８０席あるレストランもございますが，一般の方のご利用もございますので学会当日は満

席で大変お待たせする事が予想されます。会場周辺には大人数でお食事可能な施設はございません。お手軽にお食事が

できるようお弁当のご用意をしております。尚，当日の販売はできませんので，ご希望の方は事前にお申込下さい。

●お弁当取消料のご案内

往路（羽田空港⇒広島空港） 復路（広島空港⇒羽田空港）

２００９／５／２６日�～２８日 ２００９／５／２８日～３０日�
便名 羽田空港発 ⇒ 広島空港着 追加料金 便名 広島空港発 ⇒ 羽田空港着 追加料金

JAL１６０１ ６：５５ ⇒ ８：２５ ２，０００円 JAL１６００ ７：４０ ⇒ ８：５５ ２，０００円

JAL１６０３ ８：０５ ⇒ ９：３５ JAL１６０２ ９：１０ ⇒ １０：２５ ２，０００円

JAL１６０５ ９：５５ ⇒ １１：２５ JAL１６０６ １２：１０ ⇒ １３：２５ ２，０００円

JAL１６０７ １１：２５ ⇒ １２：５５ JAL１６０８ １３：５０ ⇒ １５：０５ １，０００円

JAL１６１１ １４：２５ ⇒ １５：５５ JAL１６１２ １６：５０ ⇒ １８：０５

JAL１６１５ １７：１５ ⇒ １８：４５ ２，０００円 JAL１６１６ １７：５０ ⇒ １９：０５

JAL１６１９ １９：３０ ⇒ ２１：００ JAL１６２０ １９：３５ ⇒ ２０：５０

宿泊＋航空券セットプラン

取消日（出発日前日から起算してさかのぼって） 取消料

� ２１日目にあたる日以前の解除 無料

� ２０日目にあたる日以降の解除 旅行代金の２０％

� ７日目にあたる日以降の解除 旅行代金の３０％

� 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％

� 旅行開始当日の解除 旅行代金の５０％

� 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の１００％

※２日目以降宿泊プランにて追加宿泊予約の場合も，上記宿泊＋航空券セッ
トプランの取消料率が適用されます。

宿泊プラン

取消日（宿泊日前日から起算してさかのぼって） 取消料

� １５日目にあたる日以前の解除 無料

� １４日目にあたる日以降の解除 １人１泊１，０００円

� ７日目にあたる日以降の解除 宿泊代金の２０％

� 旅行開始日の前日の解除 宿泊代金の４０％

� 旅行開始当日の解除 宿泊代金の５０％

� 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 宿泊代金の１００％

取消日（予約日前日からさかのぼって） 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 料金の２０％

� 前日の解除 料金の５０％

� ７日目にあたる日以降の解除 料金の１００％
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