【会告】

第142回例会開催について
農業食料工学会関西支部
第142回例会を下記の要領で開催しますので，研究発表を募集します。また講演会・見学会（企
画委員会主催）や懇親会もあわせてお申し込みください。
記
1. 日時：2019年10月3日（木）～10月4日（金）
2. 場所：株式会社クボタ堺製造所 サービスセンター
堺市堺区緑ヶ丘北町1-1-36
【交通機関のご案内】
＜公共交通機関＞
・南海電車 堺東駅からバス（光明池駅行き）に乗車し、緑ケ丘バス停で下車。徒歩２分。
＜自動車＞
・下記マップをご参照ください。
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3. 日程：
8月9日（金）
10月3日（木）

10月4日（金）

例会参加，講演，見学会，懇親会の申込み締切
14:00～14:15
開会挨拶
14:15～15:00
堺製造所工場見学
15:00～15:30
ショールーム見学・休憩
15:30～17:00
講演会「トラクターの歴史」
藤原辰史 氏（京都大学人文科学研究所 准教授）
18:00～20:00
懇親会（南海堺東駅近辺で開催予定）
午前
12:00～13:00
午後

研究発表（プログラムは後日支部HPに掲載します）
昼食，幹事会
研究発表，関西支部賞表彰式，受賞講演，
学生ベストプレゼンテーション賞表彰式

4．講演会＆見学会（企画委員会主催）
日時：10月3日（木）14:00～17:00
場所：株式会社クボタ 堺製造所
内容：堺製造所見学・ショールーム見学
講演会「トラクターの歴史」 藤原辰史 氏（京都大学人文科学研究所

准教授）

藤原先生は『トラクターの世界史 人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち』（中公新書, 2017）の著者です。アメ
リカ，ソ連，ヨーロッパ，日本などの歴史の流れの中でのトラクター，およびトラクターが形づくった歴史につ
いてお話をいただく予定です。

内容に関する問い合わせ先
庄司浩一 （関西支部企画委員長）
神戸大学大学院 農学研究科
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1
TEL: 078-803-5913, FAX: 078-803-5932, E-mail: shojik@kobe-u.ac.jp
5. 懇親会
日時：10月3日（木）18:00～20:00
場所：南海堺東駅近辺を予定
会費：6,000円（予定）
6. 幹事会
日時：10月4日（金）12:00～13:00
場所：株式会社クボタ 堺製造所（詳細は後日連絡します）
7. 昼食について
弁当が必要な方は事前に申込みをお願いします。なお，幹事会に出席される方は別途弁当が用
意されるので申込む必要はありません。弁当（\1,000程度を予定）を希望される方は，農業食料
工学会イベント総合申込サイトからの申込み（次項参照）の際に弁当「要」を選択してください。
8. 申込み方法
参加申込み及び講演申込みは農業食料工学会の「イベント総合申込サイト」から行なってください。

農業食料工学会イベント総合申込サイトURL：https://www.sbms.j-sam.org/
以前にこの「イベント総合申込みサイト」を利用して農業食料工学会の年次大会等の申込み
をしたことのある方は，その時ご使用になったユーザ名とパスワードでログインしてください。
今回初めてこの「イベント総合申込みサイト」をご利用になる方は，画面右上のHELPをご参照
の上，ユーザの「新規登録」を行なってからご利用ください。ログイン後，画面に表示されてい
るイベントの中から「農業食料工学会関西支部第142回例会」をクリックして申込み手続きを行
なってください。講演概要(200字以内）及び支部報原稿もこのサイトからご提出ください。

申込み締切： 8月9日（金） 参加費などはすべて当日徴収させていただきます。
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講演に用いる機材は液晶プロジェクタに限ります。液晶プロジェクタは会場に準備します。
ノートパソコンは発表者が持参して下さい。
講演会は次の２種類のセッションを設ける予定です。
◆一般セッション：１演題15分前後
◆関西支部学生プレゼンテーション：１演題15分前後
詳細はⅴページに記載の「農業機械学会関西支部学生ベストプレゼンテーション賞のご案
内」をご覧下さい。
上記サイトからの申込みが不可能な方は，以下の参加申込内容，講演申込内容を電子メールまた
はFAXにて申込み締切日までに下記の申込先にお送り下さい。
【参加申込内容】
申込日：
氏名：
（学生会員は「学生」と明記して下さい）
所属：
連絡先（E-mail，FAXなど）：
見学会（企画委員会主催）（10/3（木））：参加／不参加【無料（予定）】
懇親会（10/3（木））：参加／不参加 【6,000円程度を予定】
例 会（10/4（金））：参加／不参加 【1,000円】
弁 当（10/4（金））：要 ／不要
【1,000円程度を予定】
【講演申込内容】
1) 発表演題
2) 講演者・共同研究者リスト，所属
（講演者名の前に○印をご記入ください。
例：田中太郎1，○山田花子2，鈴木一郎1,2，1 △△大学農学部，2 ○○大学農学部）
3) キーワード（3語程度）
4) 講演概要（200字以内）
5) 連絡先（Fax，E-mailなど）申込みをいただきましたら，確認のため返信をいたします。そ
の際の連絡先を書いて下さい。確認の返信が届かない場合には，連絡をお願いいたします。
6) どのセッションか（一般セッション，関西支部学生プレゼンテーションのいずれかをお選
び下さい。）
イベント総合申込サイトからの申込みが不可能な方の参加・講演申込先
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 京都大学農学研究科 農業システム工学分野内
農業食料工学会関西支部事務局 宛
E-mail: office@kansai.j-sam.org
TEL：075-753-6179（大土井），6178（宮坂），6163（清水）
FAX：075-753-6165（農業システム工学分野事務）
9．宿泊申込み
事務局においてホテルの予約とりまとめは行いません。
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The 140th Kansai Branch of JSAM Regular Meeting
The 142th regular meeting of Kansai Branch of JSAM will be held at Kubota Corporation on October
3 (Thu) – 4 (Fri), 2019. Not only Japanese but also any foreign participants are welcome.

Location: Kubota Corporation.
1-1-36 Midorigaoka Kitamachi, Sakai-ku, Sakai city, Osaka 590-0806,
Japan
Tentative:
October 3 (Thu)
October 4 (Fri)

15:00 – 17:00
18:00 – 20:00
Morning
12:00 – 13:00
Afternoon

Research Tour and seminar
Reception
Oral Sessions 1
Lunch, Board Meeting
Oral Sessions 2
Awarding Ceremony

Important Dates:
August 9th (Fri)

Application Deadline

Participation Fees:
Meeting Fee
Reception Fee

1,000 JPY
6,000 JPY (provisional)

Note:
For details on participation, please check updated homepage of Kansai Branch,
inquire contact person of your affiliation group, or email head office of Kansai
Branch, JSAM.
HP: http://www.kansai.j-sam.org/en/
Head Office Email: office@kansai.j-sam.org
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「農業食料工学会関西支部学生ベストプレゼンテーション賞」のご案内
農業食料工学会関西支部表彰委員会

学生会員の皆様
農業食料工学会関西支部では，次世代を担う学生会員の皆様の，プレゼンテーションに対する意
識を高め，技術を向上させるための一助として学生プレゼンテーション賞を設定しています。
授与できるのは賞状と名誉だけですが，学生会員同士が大学の垣根を超えて切磋琢磨できる場の
提供になればと思い，秋と春の例会で行っています。秋の例会では，講演申込時に「学生プレゼ
ンテーションセッション」を選択していただくと，審査対象となります。
是非エントリーいただき，見やすく分かりやすい発表とはどんなものか一考していただけると幸
いです。参加お待ちしています。
お問い合わせ先
難波和彦
岡山大学農学部
E-mail : kaz@cc.okayama-u.ac.jp

◆支部報127号（2月号）への論文投稿について
第142回例会発表の原稿論文の締め切りは，投稿規程により，平成31年11月5日となります。投
稿規程・投稿細則（本誌巻末）に基づき，テンプレートを参考にして作成してください。支部ホ
ームページ［http://www.kansai.j-sam.org/about/regulation.php］からテンプレートファイルをダウン
ロードできます。投稿規程・投稿細則から大きく逸脱したり，印刷上の困難が予想される原稿に
ついては，事務局より修正依頼を行うことがありますが，細かい書式については執筆者の責任に
おいて提出願います。
原稿の提出は，農業食料工学会イベント総合申込サイトから行ってください
URL：https://www.sbms.j-sam.org/
上記サイトにアップロードできない場合， MS-WORDとそれから作成されたPDFファイルを，下
記アドレスにメール添付して提出してください。PDFファイルにおける図・表・数式などの配置
には特にご注意ください。メールで送付できない場合は，CD-Rにファイルをコピーして下記まで
郵送願います。

【原稿送付先】
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院農学研究科 地域環境科学専攻
農業システムこうk学研究室内 農業食料工学会関西支部事務局 宛
E-mail：office@kansai.j-sam.org
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Announcement of “Student Best Presentation Award, Kansai Branch, JSAM”
To all student members
Here is an announcement of the best presentation award for students at a next conference. All
you have to do is to entry the "Student Presentation Session." On an application form, please
make sure it to be checked.
JSAM Kansai branch started this award to rise student's consciousness of presentation and to
improve its skill. Competing each other with another university students will encourage you
and promote friendship among the attendants.
We are looking forward to see you at the next meeting place.
You may contact to:
NAMBA Kazuhiko
Okayama university
E-mail : kaz@cc.okayama-u.ac.jp

◆Paper submission to Journal of Kansai Branch, JSAM No.125 issued in February
According to the contribution rules on paper submission, deadline of paper submission is,
Nobember 5, 2019 (a month later the 140th regular meeting). Submit manuscript by the deadline
after writing based on a template which can be downloaded from website of Kansai Branch,
JSAM.
http://www.kansai.j-sam.org/en/menu/conference.html
It is required that authors have full responsibility including matters on copyright for the submitted
paper, because papers are non-reviewed. Authors may be, however, suggested to revise
manuscripts, in case that they are out of the rules or there is a difficulty to print.
Upload your paper on; https://www.sbms.j-sam.org/
Or e-mail MS-Word file and its PDF file to the address shown below. Figures, tables, and
equations in the PDF file should be carefully created on the papers. If it is impossible to e-mail
them, send them with CD-R to the below postal address.
Postal address: Head Office, Kansai Branch, JSAM
Laboratory of Agricultural Systems Engineering
Graduate School of Agriculture, Kyoto University
Kitashirakawa-Oiwakecho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502

E-mail address: office＠kansai.j-sam.org
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