
４．現地研修会

◎Aコース（地附山地すべり災害復旧現場の跡地利用状

況と善光寺地震）

◎Bコース（平成１８年・２１年 諏訪湖周辺・天竜川流

域 豪雨災害と砂防・治山見学）

◎Cコース（山ノ内町・観光地を守る為の砂防事業と歴

史的砂防施設の見学）

この機会に是非ご覧下さい。詳細については，後述の

「現地研修会」の項をご覧下さい。

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

Aコース ３，０００円（昼食なし）

B・Cコース 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。

６．参加および宿泊等申し込み

研究発表会，現地研修会，宿泊，意見交換会等の参加

申し込みにつきましては，「長野大会実行委員会」より

	JTB中部 長野支店に受付業務を委託しております。

詳細については，後述の

・宿泊施設のご案内

・お申込み手続き等のご案内

・参加および宿泊等お申込書

の項をご覧下さい。

７．「長野大会」実行委員会

委員長 平松 晋也 信州大学農学部森林科学科

委 員 福山泰治郎 信州大学農学部森林科学科

委 員 土屋 智 静岡大学農学部環境森林科学科

委 員 川邊 洋 新潟大学農学部生産環境科学科

委 員 村上 卓也 林野庁中部森林管理局

委 員 赤沼 隼一 国土交通省関東地方整備局

委 員 山本 悟 国土交通省北陸地方整備局

委 員 石尾 浩市 国土交通省中部地方整備局

平成２２年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会「長野大会」

通常総会並びに研究発表会「長野大会」実行委員会

平成２２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。一部の企画に
ついては市民に無料で公開いたします。多数のご参加と研究発表をお願いいたします。日程の一部（留

学生講演およびテーマ別セッションのスケジュール）に，前号でのご案内から変更がございます。再度

ご確認下さいますようお願いいたします。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 TEL０３―

３２２２―０７４７）
�．平成２２年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会「長野大会」実施要領

１．期 日 平成２２年５月２６日～２８日�
２．会 場 長野市若里市民文化ホール

（〒３８０―０９２８ 長野市若里３丁目２２番２号 TEL：０２６―２２３―２２２３）

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 １２：００１３：００ １７：３０ １８：３０ ２０：００

５月２６日 受付
総会 特別

講演 昼食
研究発表会 留学生講演会 研究発表会

休憩
意見
交換会

(メルパルク NAGANO)
企画・テーマ別セッション（※） コアタイム テーマ別（※）

ポスターセッション・企業展示・行政展示

５月２７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・企業展示・行政展示

５月２８日� 現地研修会：３コースから選択

１４：００ １５：００ １６：００

（※） テーマ別セッションはテーマ２）および３）を市民に公開します。

（３）



委 員 市村 敏文 長野県林務部森林づくり推進課

委 員 長井 隆幸 長野県建設部砂防課

委 員 阿部 宗平 社団法人砂防学会

８．会場までの交通機関

詳細については，後述の

・長野市までの交通アクセス案内図

・長野市内 会場・ホテル配置図

の項をご覧下さい。

９．「長野大会」に関するお問い合わせ先

平成２２年度�砂防学会通常総会並びに研究発表会「長
野大会」実行委員会事務局

〒３８０―８５７０ 長野市大字南長野字幅下６９２―２ 長野県建

設部砂防課内 （担当者）藤本・保科

Tel：０２６―２３５―７３１６（直通） Fax：０２６―２３３―４０２９

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）。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もし

くはポスター発表の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の発表者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

発表形式，発表セッションおよびプログラムは，決ま

り次第�砂防学会「長野大会」原稿投稿システムのペー
ジに掲載しますので，ご確認をお願いいたします。発表

形式につきましては，セッション運営の都合上，必ずし

もご希望に添えない場合があることをご了承下さい。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

参して下さい。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下さい。

ポスターセッションの発表方法（パネルのサイズ等）

についても，決まり次第�砂防学会「長野大会」原稿投
稿システムのページに掲載しますので，ご確認をお願い

いたします。

４．特別講演 一般公開

竹之内耕氏 フォッサマグナミュージアム学芸員（糸

魚川市教育委員会）

５．企画セッション・テーマ別セッション

平成２２年度研究発表会では，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

表者を募集せず，コーディネーターがセッション形式，

発表者等を決めることとします。

●企画セッション 一般公開

「大規模崩壊現象とその対策手法について」－砂防技術

研究会共同研究（第２回）の成果より－

コーディネーター：寺田 秀樹（国土技術政策総合研究

所）

セッションの趣旨：

近年，豪雨や地震による規模の大きい崩壊に伴う河道

閉塞や土石流が発生し，多大な被害が生じている。その

減災方法の一つとして，大規模崩壊発生危険箇所を監視

すること等が極めて重要となる。また，大規模崩壊発生

後の豪雨において，崩壊土砂が再移動するなどにより下

流域に被害が生じることもある。そのため，大規模崩壊

発生後の土砂動態の予測，対策手法の確立が求められて

いる。そこで，砂防技術研究会共同研究（第２回）とし

て実施してきた，大規模崩壊現象の解明，監視・モニタ

リング手法の確立，大規模崩壊に係わる土砂災害に対す

る対策手法についての研究成果について，各共同研究グ

ループより報告・議論する。

●テーマ別セッション

１）砂防における流域調査方法について－最近の計測・

観測技術を活用した流域調査と今後の課題－

コーディネーター：小川紀一朗（アジア航測）

セッションの趣旨：

砂防流域の調査では，従来の空中写真を用いた地形計

測や判読・現地調査に加え，航空機を用いたレーザ地形

計測やハイパースペクトルカメラによる計測，衛星を用

いた合成開口レーダによる各種計測，ハイドロフォンや

地震計（加速度計）を用いた流砂の観測など様々な計測

・観測技術が実際に利用されるようになった。このセッ

ションでは，砂防流域に求められる調査の目的やその精

度を整理した上で，これまでの計測・観測事例を紹介し

ながら，より高精度な情報を効率的に取得する方法や，

現状の課題を解決するための議論を行う。

２）森林の土砂災害抑制機能を考える 一般公開

コーディネーター：小山内信智（国土技術政策総合研究

所）

セッションの趣旨：

森林は，根系の土壌緊縛による表層崩壊抑制をはじめ

として，土砂災害を軽減する機能を有している。しかし，

�．平成２２年度砂防学会研究発表会要領
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崩壊すべり面が根系の到達しない深さに形成されるなど，

森林による効果の限界を越えた場合には，土砂災害を抑

制できない場合も生じるであろう。このため，森林が土

砂災害の軽減に果たす役割を適正に評価する必要がある。

本セッションでは，従来の研究成果を基に，森林の土砂

災害抑制機能を整理するとともに，その限界について議

論したいと考えている。

３）崩壊発生に及ぼす地域特性の影響 一般公開

コーディネーター：地頭薗 隆（鹿児島大学）

セッションの趣旨：

崩壊の発生し易さやその規模は，降雨量（誘因）や斜

面土層厚の成長速度をはじめとする素因と深く関わって

いることから，崩壊の発生頻度（周期）や規模には，地

質や気候の違いによる地域差があると考えられる。この

ような地域差は，災害に対する意識にも影響をもたらし

ているかもしれない。このため，土砂災害の危険度を評

価するためには，降雨や地質などの崩壊発生に関わる自

然要因に加え，災害に対する意識（社会要因）の地域特

性をも加味する必要があると考えられる。本セッション

では，崩壊発生のし易さの地域特性について議論すると

ともに，地域特性の相違が防災意識に及ぼす影響につい

ても議論を展開していきたいと考えている。

６．概要集掲載原稿の投稿

概要集掲載原稿の投稿は，すべて原稿投稿システムに

よりオンラインで受け付けます。下記の原稿作成要領に

従って，原稿を作成し，PDF形式（２MB以下）に変換

して投稿して下さい。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。提出期限は，平成２２

年４月９日�（厳守）です。提出期限以降は一切受け付
けられませんので，期限厳守をお願いいたします。

【砂防学会「長野大会」原稿投稿システム】

http : ／／www.jsece.org／menu.php

７．研究発表要領に関する問い合わせ

E―mail ; sabogakkai@pref.nagano.jp

「長野大会」実行委員会事務局

〒３８０―８５７０ 長野市大字南長野字幅下６９２―２

長野県建設部砂防課内

Tel：０２６―２３５―７３１６（直通）Fax：０２６―２３３―４０２９

「長野大会」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，概要集を作成しますので，

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．原稿用紙および文字のサイズ

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行の文字数および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．題名および氏名

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，( )，：，引用記号および１桁のアラビア数字

には１マスをあて，アルファベットおよび２桁以上のア

ラビア数字には２字で１マスをあてて下さい。

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

図表はすべてクリアにし，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ファイルにして下さい。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

しますので，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。

�．砂防学会研究発表会概要集原稿作成要領
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◆現地研修会

Aコース（地附山地すべり災害復旧現場の跡地利用状況視察と善光寺地震），

Bコース（平成１８年・２１年 豪雨災害現場と治山・砂防施設の見学 諏訪湖周辺地域・天竜川流域），

Cコース（観光地を守る為の砂防事業と，歴史的砂防施設の見学）

の３コースがあります。この機会に是非ご覧下さい。

Aコース：地附山地すべり災害復旧現場の跡地利用状況と善光寺地震

【参加費：３，０００円】（内訳：バス代金等交通費＝２，５００円，入場料金等＝５００円）

Bコース：諏訪湖周辺・天竜川流域 豪雨災害と砂防・治山見学

【参加費：５，０００円】（内訳：バス代金等交通費＝４，０００円，昼食代金＝１，０００円）

Cコース：山ノ内町・観光地を守る為の砂防事業と歴史的砂防施設の見学

【参加費：５，０００円】（内訳：バス代金等交通費＝４，０００円，昼食代金＝１，０００円）

注意事項

１．各コース共，出発時刻の１５分前にご集合となります。（時間厳守でお願い致します。）

２．Aコースには，昼食はありません。Bコース・Cコースは，コース途上において昼食となります。

３．解散地点は，Aコース・Cコースは JR長野駅，Bコースは JR岡谷駅または塩尻駅となります。

４．天候・道路状況・現場状況により，日程や見学順序，到着時間が変更になる場合があります。

（解散地点からの，帰路列車手配の際は，時間に余裕を持って予約をお願い致します。）

５／２８
�

JR長野駅（東口）＝＝＝真田宝物館（善光寺地震絵巻の見学）＝＝＝地附山跡地公園・観測センター＝＝
８：３０出発

＝＝＝善光寺（善光寺地震の爪痕を見学）＝＝＝JR長野駅（東口）
１２：２０頃到着 解散

◆長野駅より １３：０２発 「新幹線あさま５２６号」 東京行き
１３：４７発 「新幹線あさま５２８号」 東京行き

◆長野駅より １３：００発 「特急しなの１４号」 名古屋行き
１４：００発 「特急しなの１６号」 大阪行き

５／２８
�

JR長野駅（東口）＝長野 IC＝〔長野道〕＝岡谷 IC＝岡谷市小田井沢地区（平成１８年豪雨災害の復旧）＝＝
８：００出発

＝＝＝諏訪市湖南地区（平成２１年豪雨災害現場）＝＝＝諏訪大社上社（見学・参拝）＝＝＝昼食＝＝＝
＝＝駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアム＝＝JR岡谷駅＝＝＝JR塩尻駅

１５：００頃到着 １５：３０頃到着

◆岡谷駅より １５：３５発 「特急あずさ２４号」 新宿行き
１６：０３発 「特急あずさ２６号」 新宿行き

◆塩尻駅より １６：０３発 「特急しなの１８号」 名古屋行き
１７：０３発 「特急しなの２０号」 名古屋行き

５／２８
�

JR長野駅（東口）＝＝上林温泉駐車場・・・・・仏岩地すべり現場・野猿公園・・・・・上林温泉駐車場＝＝
８：４５出発 （片道３０分程度の山道を歩きます。）

＝＝＝昼食＝＝＝夜間瀬川砂防（歴史的砂防施設）＝＝＝JR長野駅（東口）
１５：３０頃到着 解散

◆長野駅より １５：４９発 「新幹線あさま５３６号」 東京行き
１６：１８発 「新幹線あさま５３８号」 東京行き

◆長野駅より １６：００発 「特急しなの２０号」 名古屋行き
１７：００発 「特急しなの２２号」 名古屋行き

（７）



平成２２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２０１０年５月，長野市にて，「平成２２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
りお喜び申し上げます。

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となりました。万全

の体制でご案内させていただきますので，何卒宜しくお願い申し上げます。

	JTB中部 長野支店

１．宿泊施設のご案内

◆宿泊取扱期間：平成２２年 ５月２５日�，２６日，２７日� 〔３泊分〕

◆宿泊料金：お一人様，１泊朝食付き，税金・サービス料金込み。

◆部屋タイプ：シングル（１人部屋），ツインのシングルユース（１人部屋），ツイン（２人部屋）が基本となります。

◆お申込みの際は，「申込記号」をご記入下さい。

◆申込書には，必ず，「第１希望」～「第３希望」までご記入下さい。

◆先着順にて受付いたします。ご希望のホテルにならない場合があります。予めご了承下さい。

※第３希望までに収まらない場合は，FAXにて，事前にご連絡させていただきます。

◆「ツイン」ご希望の場合は，別紙申込書備考欄に，同室希望者氏名（または番号）をご記入下さい。

２．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上，FAX または Eメールにてお申し込み下さい。

※Eメールをご利用の場合，様式を�砂防学会のホームページからダウンロードできます。
トップページ（http : //www.jsece.or.jp/indexj.html）

長野大会ページ（http : //www.jsece.or.jp/event/conf/2010/index.html）

� 申込締切日

２０１０年４月１６日�
� 確定書面の発送と参加費・宿泊代金等の支払いについて

ご出発の２週間前頃に，確定書面（請求書・費用明細書・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いただきます。予

めご了承下さい。万一，確定書面が届かない場合は，下記までお問い合わせ下さい。

宿泊施設リスト・宿泊代金

地
図
記
号

宿泊施設名

シングル
ツイン

（２名様利用）
ツインシングルユース
（１名様利用）

立地

料金
申込
記号

料金
申込
記号

料金
申込
記号

� ホテルメトロポリタン長野 １０，０００円 �－S ８，０００円 �－T １４，０００円 �－TS JR長野駅より徒歩１分

� ホテル JALシティ長野 ９，０００円 �－S ８，０００円 �－T １２，５００円 �－TS JR長野駅より徒歩８分

� メルパルク NAGANO
（意見交換会会場）

９，０００円 �－S ８，５００円 �－T １２，５００円 �－TS JR長野駅より徒歩３分

� ホリディインエクスプレス長野 ８，５００円 �－S ８，０００円 �－T １２，５００円 �－TS JR長野駅より徒歩６分

� ホテルサンルート長野東口 ８，５００円 �－S ８，０００円 �－T １１，０００円 �－TS JR長野駅より徒歩１分

� ホテルサンルート長野 ８，０００円 �－S ７，５００円 �－T １１，０００円 �－TS JR長野駅より徒歩１分

� ホテル池紋 ８，０００円 �－S ７，５００円 �－T JR長野駅より徒歩１分

� ホテルナガノアベニュー ８，０００円 �－S JR長野駅より徒歩７分

� 長野リンデンプラザホテル ８，０００円 �－S JR長野駅より徒歩８分

� 長野第一ホテル ７，０００円 �－S ６，５００円 �－T JR長野駅より徒歩３分

� ホテルニューナガノ ７，０００円 �－S JR長野駅より徒歩３分

� アイランドホテル ７，０００円 �－S JR長野駅より徒歩６分

 長野セントラルホテル ６，５００円  －S JR長野駅より徒歩３分

砂防学会誌 Vol．６２ No．６（２８７）March２０１０

（８）



� 変更・取消について

お申込後，「追加」「変更」「取消」などがあった場合は，FAX（またはメール）にて，JTB中部・長野支店 担当

者までご連絡下さい。

お取消の場合は，下記「旅行条件」に基づき，取消料金がかかります。

※ご予約のお取消の基準日は，当社が FAXを受信した日付（１８：００まで）とさせていただきます。

※ご返金は総会終了後１カ月以内に振込手数料を差し引いて銀行送金いたします。

【旅行条件（要約）】 ●募集型企画旅行契約

●募集型企画旅行契約

この旅行は，	JTB中部（名古屋市中村区名駅１―１―４ 観光庁長官登録旅行業第１７６２号。以下「当社」という）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（以下「旅行契約」という）

を締結することになります。

また，契約内容・旅行条件は，「【１】宿泊施設のご案内」に記載されている条件のほか，下記の条件，別途お渡しす

る旅行条件書（全文），出発前にお渡しする確定書面（宿泊施設名，部屋タイプなどの最終日程表）及び当社旅行業

約款募集型企画旅行の部によります。

●旅行代金のお支払い，契約の成立

� 回答と確定書面（予約確認書，旅行条件書全文 等），請求書をお送りいたします。

� 「請求書」に記載のご旅行代金（ご宿泊代金・お弁当代金・現地研修会参加費）を，指定の口座へお振込みいた

だきます。

� 旅行契約は，当社がご旅行代金（ご宿泊代金・お弁当代金・現地研修会参加費）を受領した時に成立するものと

します。

●取消料

旅行契約の成立後，お客様のご都合で宿泊を取り消される場合には，ご旅行代金（ご宿泊代金・お弁当代金・現地研

修会参加費）に対して，お一人様につき，下記の料率で取消料を申し受けます。

◆取消料金一覧◆

※個人情報等の取り扱いについて

申込書等に記載された個人情報については，お客様との間の連絡のために利用させていただくほか，宿泊機関等の提

供するサービスの手配・受領のために手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

取 消 日 取 消 料

１）宿泊日（利用日）の６日前（１８：００まで） 無 料

２）宿泊日（利用日）の２日前（１８：００まで） 旅行代金の２０％

３）宿泊日（利用日）の前日（１８：００まで） 旅行代金の５０％

４）宿泊日（利用日）の当日及び無連絡不参加 旅行代金の１００％

■申込書送付先■ JTB中部 長野支店 「砂防学会・長野大会」受付デスク

〒３８０―０８２３ 長野市南千歳１―１２―７

TEL：０２６―２２７―２５１１ FAX：０２６―２２７―９７５５

e―mail : d_egawa661@cub.jtb.jp
担当者：江川（えがわ）／池上（いけがみ）
（営業時間 １０：００～１８：００ 日曜・祝日休業）

（９）



一般会員　一般非会員

都道府県

お申込み
代表者

（お名前）

関係書類
送付先

（ふりがな）

№
（ふりがな）

お　名　前
性
別

善光寺
Ａコース

学生会員　学生非会員

○ ○ ○①－Ｓ ①－Ｓ
学生会員　学生非会員

一般会員　一般非会員

ご連絡先
ＦＡＸ番号

宿　泊研究発表会
参加費

（○印記入）

　・国機関／団体
　・学校／教育

区分

5/27
（木）

5/25
（火）

5/26
（水）

バス下車場所（Ｂ）Ｂコース

諏訪

　・都道府県・市町村
　・民間企業

〒（　　　　　－　　　　　　） ※どちらかに○をして下さい。

所属

ご連絡先
電話番号

意見
交換会

5/26

学生会員　学生非会員

一般会員　一般非会員

①－Ｓ
一般会員　一般非会員

現地研修会（5/28）

5/275/26
1,000円 1,000円

昼食（弁当）

山ノ内
Ｃコース

塩尻駅岡谷駅

学生会員　学生非会員

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女

学生会員　学生非会員

一般会員　一般非会員

記
入
例

①－Ｓ ①－Ｓ ○ ○

記
入
例

1

2

3

4

○長野　太郎

ながの　たろう

○

5

しんしゅう　いちろう

信州　一郎

学生会員　学生非会員

一般会員　一般非会員

学生会員　学生非会員

一般会員　一般非会員

○

　※現地研修会Ｂコースは、岡谷駅または塩尻駅下車となります。（どちらかに○印をご記入下さい。）
　※現地研修会Ａコース、Ｃコースは、長野駅下車となります。

平成22年度　（社）砂防学会通常総会並びに研究発表会
〔参加および宿泊等〕お申し込み書

お申し込み締切日
４月１６日（金）

　ＪＴＢ中部　長野支店　「砂防学会」受付デスク

　担当：池上／江川

　　＜ホテル希望＞　※必ずご記入下さい。

　〒380-0823　長野市南千歳1-12-7

ＦＡＸ送信先　ＪＴＢ中部　長野支店　〔ＦＡＸ＝０２６－２２７－９７５５〕

　※ツイン（２名１室利用）の場合は、下記＜連絡事項＞欄に、同室者の組合せをご記入下さい。（例：○○と△△が同室）
　※ご記入後、この用紙を、控えとして保管して下さい。

　※人数が５名を超える場合は、この申込書をコピーしてお使い下さい。

  営業時間　１０：００～１８：００　（日曜・祝日休業）

第２希望 第３希望

　ＴＥＬ：０２６（２２７）２５１１　ＦＡＸ：０２６（２２７）９７５５
　　＜連絡事項＞

◆お申し込み・お問い合わせ◆

〔e-mail　送信先＝d_egawa661@cub.jtb.jp〕

　Ｅ－ｍａｉｌ：d_egawa661@cub.jtb.jp

（勤務先　・　自宅）

（勤務先　・　自宅）

（勤務先　・　自宅）

gon
ハイライト表示



メルパルクNAGANO 
（意見交換会会場） 

JR 長野駅（東口） 
（現地研修会集合場所） 

若里市民文化ホール 
（大会会場） 

（１１）




