
第 69回日本木材学会大会（函館大会）第 2回会告 

 
大会ホームページ： http://www.jwrs.org/wood2019/ 
 
1. 期日 

2019 年 3 月 14 日（木）・15 日（金）・16 日（土） 
 

2. 会場および日程 

函館アリーナ（函館市湯川町 1-32-2）   
日付 3 月 14 日（木） 3 月 15 日（金） 3 月 16 日（土） 

午前 口頭発表 
展示物 

搬入・設置 
ポスター発表 企業展示 

 
口頭発表 

 
企業展示 

クロージングセレモニー 

午後 

 
 

口頭発表 
 
 

企業展示 
学会賞等授与式 
シンポジウム 

企業展示 
研究会会合等 

夕方 ウッドサイエンスミキサー 懇親会  
 

3. 研究発表申込および要旨提出 

発表申込および要旨提出締切日時： 2019 年 1 月 10 日（木）17:00 
（＊受付は 2018 年 11 月中旬頃に開始する予定です。） 

 口頭発表（部門別の会場で、質疑応答を含めて 1 件 15 分の予定）とポスター発表（展

示および説明時間は下記参照）があります。大会ホームページからお申込みください。

申込と同時に要旨原稿（A4 判 1～2 枚）を提出して頂きます。要旨原稿は、ホームペ

ージより体裁例とひな形をダウンロードして、指示に従ってご作成ください。 
 口頭発表の登壇者あるいはポスター発表の説明者は、本学会の会員に限ります（2018
年 12 月末までに年会費が納入されていることが必要です）。非会員の方は、申込に先

立って学会ホームページから入会手続きを行って下さい。 
一般および学生会員は、1 会員につき口頭発表 1 件とポスター発表 1 件まで発表で

きます。賛助会員は 1 会員 3 件まで発表できます。昨年度より、学生優秀口頭発表賞

を設置いたしました。学生諸氏には、多数の口頭発表を期待しています。また、会場

の都合により、ポスター発表の受け入れ可能数に限りがあります。受け入れ可能数を

越えた場合は、プログラム編集委員会の判断で、口頭発表に変更させていただくこと

もありますので、あらかじめご了解ください。 
 申込およびプログラム編成に関するお問い合わせは、プログラム編集委員会までお

願い致します。 

【研究発表申込に関わる重要なお知らせ】 
昨年度から研究発表申込の前に、参加登録を行ってもらうことになりました。参加

登録および発表申込には、会員番号とパスワードが必要です。パスワードをお忘れの

方は、マイページから問い合わせてください。 

【入会手続きに関わる重要なお知らせ】 
 (一社)日本木材学会では、2016 年 10 月より会員情報管理業務を(株)国際文献社に

委託しています。研究発表を希望される方は、早めに入会手続きをお済ませ下さい。 



 
4. 参加登録・懇親会・ウッドサイエンスミキサー申込 

参加登録（予約分）締切日時： 2019 年 2 月 6 日（水）17:00 
 研究発表をされる方は、ご自身の研究発表申込の前に参加登録を行ってください。 
聴講のみの方も、参加登録が必要です。昨年度から、参加申込受付を(株)国際文献

社に委託しています。 

【研究発表要旨集（完全版 WEB 要旨集）に関わる重要なお知らせ】 
 昨年度より、研究発表要旨集（冊子体）を廃止し、研究発表プログラム集（冊子体）

に変更致しました。研究発表プログラム集には、ショートアブストラクトは掲載され

ていません。 
研究発表要旨集（完全版 WEB 要旨集）は、大会ホームページからダウンロードし

てご覧頂けます。ダウンロードに必要なパスワードは、参加証と一緒に配布しますの

で、紛失しないようにしてください。 
参加登録された方で CD 版の研究発表要旨集（完全版）をご希望の方は、１枚に限

り、1000 円でご購入頂けます。CD 版を２枚以上ご希望の方は、研究発表要旨集（プ

ログラム集・CD 版セット）を追加でお買い求めください。 
 研究発表プログラム集（冊子体）のみの追加販売は行います。但し、CD 版の研究

発表要旨集（完全版）のみの追加購入は出来ません。詳細は、大会事務局へお問い合

わせ下さい。 
  会員種別*1 予約分（2/6まで） 非予約 

 

 

参加登録料*2 
 

正会員 \10,000 \13,000 

学生会員 \6,000 \7,000 

 賛助会員 \10,000 \13,000 

非会員 \13,000 \16,000 

学生非会員 \6,500 \8,000 

懇親会費 
一般 \9,000 \11,000 

学生 \5,000 \5,000 

ウッドサイエンス 

ミキサー 

一般 \2,500 \3,500 

学生 \1,500 \2,000 

研究発表要旨集（完全版）*3 
（CD 版） 

会員 \1,000 

非会員 \1,000 

研究発表プログラム集追加分 

(冊子体のみ) 

会員 \500 

非会員 \1,000 

研究発表要旨集（完全版）追加分 

（プログラム集・CD 版セット） 

会員 \1,500 

非会員 \2,000 

＊1 賛助会員は 1 会員あたり 10 名まで会員扱いです。 
＊2 参加登録料には、研究発表プログラム集（冊子体）と研究発表要旨集（完全版 WEB 要旨集）

の代金が含まれます。研究発表要旨集（完全版 WEB 要旨集）は、参加証と同時に配布される

パスワードを用いてダウンロードすることが出来ます。 
＊3 参加登録された方は、1 枚に限り 1000 円で購入できます。CD 版を 2 枚以上ご希望の方は、研

究発表要旨集（完全版）（プログラム集・CD 版セット）を追加でお買い求め下さい。参加登録

をされていない方は、CD 版のみを購入することは出来ません。 
 

5. 研究発表 

（１）口頭発表 



日時：3 月 14 日（木）  9:00〜12:00,  13:00〜17:30 
   3 月 16 日（土）  9:00〜11:30 

（２）ポスター発表 
日時：3 月 15 日（木）   8:30〜12:00    展示時間 
                       8:45〜10:15    奇数グループ説明時間 
           10:15～10:30  説明者交代 
                      10:30〜12:00    偶数グループ説明時間 
 

6. ウッドサイエンスミキサー 

日時：3 月 14 日（木）18:00〜20:00 
場所：函館アリーナ内、メインアリーナ 
詳細は大会ホームページにて告知します。 
 

7. 企業展示 

日時：3 月 14 日（木）13:00〜18:00、15 日（金）9:00～18:00、16 日（土）9:00～12:00 
場所：函館アリーナ内、メインアリーナ 
企業等による製品・機器の展示等を行います。展示申込に関するお問い合わせは、大

会事務局までお願いいたします (E-mail: wood2019@jwrs.org) 。 
3 月 14 日（木）午前（8:00～12:00）に搬入・設営のための時間を設けます。 
3 月 16 日（土）クロージングセレモニー終了後（12:15～15:00）に撤収していただき

ます。 
 

8. 学会賞等授与式 

日時：3 月 15 日（金） 13:00〜14:00 
場所：函館アリーナ内、メインアリーナ 
 

9. 公開シンポジウム（NPO法人 才の木との共同開催） 

日時：3 月 15 日（金） 14:30〜17:10 
場所：函館アリーナ内、メインアリーナ 
テーマ：北海道のトドマツを知ろう 
 

10. 懇親会 

日時：3 月 15 日（金） 18:00〜20:00 
場所：花びしホテル コンベンションホール「芙蓉」 
 

11. クロージングセレモニー 

日時：3 月 16 日（土） 11:45〜12:15 
場所：函館アリーナ内、メインアリーナ 
 

12. その他 

函館アリーナの駐車場は有料となっており、第一・第二駐車場あわせて計 287 台（身

障者用スペース含）分のスペースがあります。施設利用者の方はお帰りの際に１Ｆフ

ロントにて駐車券の認証をお受けください。 
※函館市民会館改修工事に伴い、現在駐車場の一部がご利用いただけません。予めご

了承ください。 
 

13. 大会事務局 

〒060-8589 札幌市北区北 9 条西 9 丁目 



北海道大学農学部森林科学科内 N364 室 
第 69 回日本木材学会大会（函館大会）事務局 
大会運営委員長 小泉章夫、大会実行委員長 佐野雄三、 
総務 玉井 裕 
(E-mail: wood2019@jwrs.org) 


