
第 70回日本木材学会大会（鳥取大会）第 3回会告 

 

１．期日 

2020 年 3 月 16 日（月）・17 日（火）・18 日（水） 

 

２．会場および日程 

鳥取大学 共通教育棟（〒680-8550 鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地） 

とりぎん文化会館（〒680-0017 鳥取市尚徳町 101-5） 

 

日付 3 月 16 日（月） 3 月 17 日（火） 3 月 18 日（水） 

会場 
鳥取大学 

共通教育棟 
とりぎん文化会館 

鳥取大学 

共通教育棟 

午前 口頭発表 ポスター発表 企業・団体展示 

口頭発表 

クロージングセレ

モニー 

午後 口頭発表 

ポスター発表 

学会賞等授与式 

シンポジウム 

企業・団体展示 研究会会合等 

夕方 
ウッドサイエンス

ミキサー 
懇親会 

 

鳥取大学共通教育棟には 7:30 より、とりぎん文化会館には 8:00 より入場できる

予定です。 

 

３．研究発表申込みおよび要旨提出 

発表申込は締め切りました。 

 

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：2020 年 2 月 6 日（木）17:00 

聴講のみの方も、参加登録が必要です。大会ホームページからお申し込みくださ

い。一昨年度から、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】 

一昨年度より、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、1,000 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（wood2020@jwrs.org）。 



 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 ¥3,000 ¥4,000 

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 16日（月） 9:00〜12:00、 13:00〜18:00 

 3月 18日（水） 9:00〜11:30 

場 所： 鳥取大学共通教育棟 

 

発表時間は、発表・討論・登壇者の交代を合わせて 10～15 分の予定です。会場に

は、液晶プロジェクター・レーザーポインター・指し棒を準備します。コンピュータ

は各自で用意、操作して下さい。プロジェクターと PC を接続するケーブルは、ミニ

D-sub15 ピン（オス）タイプのみを準備します。この端子に接続できない場合には、

変換コネクタを各自でご用意下さい。エントリーされた口頭発表の中から「学生優秀

口頭発表賞」を選定し、クロージングセレモニーで表彰します。 

 

 



（２）ポスター発表 

日 時： 3月 17日（火） 9:00〜17:00 展示時間 

  9:00〜10:00 奇数グループ説明時間 

  10:00～11:00 企業プレゼンテーション 

  11:00〜12:00 偶数グループ説明時間 

場 所： とりぎん文化会館 

 

展示パネルは、幅 90 cm・高さ 180 cm です。ポスター発表の中から「優秀ポスター

賞」を選定し、クロージングセレモニーで表彰します。 

 

６．ウッドサイエンスミキサー 

日 時：3 月 16 日（月）19:00〜21:30 

場 所：cafe SOURCE BANQUET（カフェソース バンケット） 

住 所：〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町 401 本通りビル 3F（TEL：0857-21-3457） 

テーマ：『伝える』極意を学ぶ 

内 容：どんなに素晴らしい研究成果であっても、伝え方ひとつでその評価は大きく

変わります。相手の心に響くプレゼンを行うのに大切なことは何か、そのコ

ツ、ポイントを、映像制作のプロフェッショナルから実際の映像作品を中心

に楽しく学びます。学生、若手（自称可）研究者はもちろん、企業関係者も

ふるって御参加ください。詳しくは大会ホームページを御覧ください。 

講 師：中江 康人 氏（AOI TYO Holdings 株式会社 代表取締役社長 COO） 

お問い合わせ先：桐林真人（鳥取県林業試験場）kiribayashi-m@pref.tottori.lg.jp 

半澤綾菜（鳥取県林業試験場）hanzawaa@pref.tottori.lg.jp 

 

７．企業展示 

日 時：3 月 17 日（火）9:00〜16:00 

場 所：とりぎん文化会館 フリースペース 

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: wood2020@jwrs.org） 。 

前日 3 月 16 日（月）14:00～18:00 に搬入・設営のための時間を設けます。 

当日 3 月 17 日（火）終了後に展示物の撤収をお願いいたします（16:00～18:00）。 

 

８．ランチョンミーティング（ダイバーシティ推進委員会） 

日 時：3 月 17 日（火）12:00～13:00 

場 所：とりぎん文化会館 第 1 会議室 

内 容：活躍の場が広がる木材研究者 Part2 

連絡先：中山榮子（昭和女子大学）enaka@swu.ac.jp 

＜例年と異なり大会 2 日目の開催となります。＞ 

 

 



９．学会賞等授与式 

日 時：3 月 17 日（火）13:00〜14:00 

場 所：とりぎん文化会館、小ホール 

2019 年度の学会賞、奨励賞、地域学術振興賞、技術賞、優秀女子学生賞、および

論文賞の表彰を行います。 

 

１０．公開シンポジウム 

日 時：3 月 17 日（火）14:30〜17:00 

場 所：とりぎん文化会館、小ホール 

テーマ：心に寄り添う手仕事の世界－自然素材との対話と調和－ 

内 容：暮らしや時間に追われる日々を過ごしている私たちですが、本来人間が持

っていた「自然素材と対話・調和する力」は忘れずにいたいものです。この

シンポジウムでは、世界的に活躍している各界のアーティストをお招きし、

技術や創作への想いを語っていただきます。手仕事によって生み出される

作品は、アーティストと私たちを結び、心にそっと寄り添ってくれます。こ

の機会に、自然素材や手仕事の素晴らしさ、自然素材と対話・調和すること

の大切さを学び、「心に寄り添う手仕事の世界」を体感して下さい。 

講 師：石田 秀登 氏（バンブーロッド（釣り用竹竿）製作者） 

藤本 かおり 氏（木地師） 

クリスチァン・フックス 氏（ｸﾗｳﾞｨｺｰﾄﾞ（鍵盤楽器）製作者） 

臼井 雅美 氏（音楽家） 

総合司会：竹村 彰夫（NPO 法人才の木理事長、東京大学大学院） 

共 催：NPO 法人才の木、鳥取大学、公立鳥取環境大学、鳥取県、（地独）鳥取県

産業技術センター 

後 援：（公社）土木学会木材工学委員会、鳥取県森林組合連合会、鳥取県木材協同

組合連合会、鳥取県木材工業研究会、（一社）鳥取県建築士会、（一社）鳥

取県建築士事務所協会 

協 賛：サントリーホールディングス株式会社 

ＣＰＤ：森林分野 CPD（2.5CPD 時間）、土木学会 CPD（2.2 単位）、建築士会 CPD

（2 時間）認定講座です。 

お問い合わせ先： 佐藤 伸（公立鳥取環境大学）s-sato@kankyo-u.ac.jp 

川上敬介（鳥取県林業試験場）mokuzai-tottori2020@outlook.jp 

         藤本高明（鳥取大学農学部）tafujimoto@tottori-u.ac.jp 

 

１１．懇親会 

日 時：3 月 17 日（火）18:30〜21:00 

場 所：ホテルモナーク鳥取 大宴会場「仁風の間」 

 

 



１２．クロージングセレモニー 

日 時：3 月 18 日（水） 11:45〜12:15 

場 所：鳥取大学共通教育棟、A20 講義室 

「優秀ポスター賞」および「学生優秀口頭発表賞」の表彰と次回大会についての

案内を行います。 

 

１３．会場へのアクセス 

【鳥取大学 共通教育棟へのアクセス】 

〇鳥取駅からのアクセス 

・JR 利用 

鳥取駅から山陰本線 「鳥取大学前」駅下車、徒歩 3 分 

・バス利用（日ノ丸バス） 

鳥取駅バスターミナル(5)番のりばで乗車 

鳥大線 「鳥大」下車すぐ 

湖岸線、鹿野線 「鳥商前」下車 徒歩 5 分 

・タクシー利用 

鳥取駅から約 15 分 

〇鳥取空港からのアクセス 

タクシーで 約 5 分、徒歩で 約 20 分 

 

【とりぎん文化会館へのアクセス】 

〇徒歩で 

JR 鳥取駅から若桜街道を県庁方向へ約 20 分 

〇バス 

・路線バス利用 

鳥取バスターミナル（JR 鳥取駅横）から 

湖山・鳥大線・賀露線など「県庁日赤前」（所要時間・約 5 分）下車すぐ 

・100 円循環バス「くる梨」利用 

鳥取バスターミナル（JR 鳥取駅横）から 20 分おきに運行 

赤コース、青コース、緑コースいずれも「とりぎん文化会館」下車すぐ 

（所要時間・約 15 分） 

最新の情報は「鳥取市くる梨」で検索してください。 

〇空港から 

鳥取空港からタクシーで 15 分 

空港連絡バスで 15 分「県庁日赤前」下車すぐ 

 

【ウッドサイエンスミキサー会場へのアクセス】 

会 場：cafe SOURCE BANQUET（カフェソース バンケット） 

鳥取駅から徒歩 5 分 



 

【懇親会会場へのアクセス】 

会 場：ホテルモナーク鳥取 

鳥取駅から徒歩 7 分 

とりぎん文化会館から徒歩 15 分 

 

１４．研究会等 

・組織と材質研究会（講演会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：00～14：45 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 C21 講義室 

内 容： 

１）用語集改定について 

中田 了五 氏（森林総研林育セ北育） 

国際木材解剖用語集・材質に関する組織用語集の改定の進捗状況を報告する。 

２）講演：「木材細胞壁研究の到達点と今後の課題」 

高部 圭司 氏（京都大学） 

木材細胞壁主成分の生合成過程から細胞壁への堆積にいたる木材細胞壁形成

に関する研究を俯瞰すると共に、最新の知見について解説する。 

連絡先：安江 恒（信州大学）yasue@shinshu-u.ac.jp 

備 考：講演終了後、鳥取大学生協第 2 食堂にて情報交換会を行います。 

詳細は組織と材質研究会 ML と HP で後日お知らせします。 

 

・木材の化学加工研究会（幹事会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：00～ 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 D32 講義室 

内 容：第 50 回木材の化学加工研究会シンポジウムの開催について 

連絡先：栗本康司（秋田県立大学）kuri@iwt.akita-pu.ac.jp 

 

・木材と水研究会（講演会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：10～15:40（受付 12:45～） 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 D21 講義室 

テーマ：「大径材の利用拡大に向けた研究開発動向 

～ 木材と水の新しい関係の構築へ向けて ～」 

内 容：大径化が進む国産材の利用を拡大するために必要な技術とは何か、    

そこに木材と水に関わる研究はどんな貢献ができるのか。この難しいテーマ

について、みなさんと議論を深める時になることを期待して、講演会を企画

しました。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。 

講 演：○「製材時の曲がりと樹木の成長応力」 

名古屋大学大学院生命農学研究科 山本浩之氏 



○「大径材の利用拡大に向けて 

～ 人工乾燥工程での心去り材の曲がり矯正 ～」 

岐阜県森林研究所 土肥基生氏 

    ○「大径材の利用拡大に向けて 

～ 木材の丸太段階での新しい含水率評価方法の開発」 

マイクロメジャー（株） 杉山晃広氏 

    ○「大径材利用のための含水率の非破壊評価法の現状と課題」 

静岡県森林・林業研究センター 池田潔彦氏 

懇親会（詳細は後日連絡します） 

時間：18:30～（予定）、場所：大学あるいは鳥取駅周辺（予定） 

参加費：講演会参加費（資料代）一般 2,000 円、学生 1,000 円 

懇親会会費   未定 

申込み：(1)氏名、(2)所属、(3)一般・学生の別、(4)連絡先、(5)懇親会参加の有無、を

記載して、3月 6日(金)までに下記申込先までメールでお申し込みください。 

申込先：森林総合研究所 木材加工・特性研究領域 木材乾燥研究室 鳥羽景介 

E-mail：mokumizu2020@ml.affrc.go.jp 

問い合わせ先：森林総合研究所 四国支所 小林功 

E-mail：mokumizu2020@ml.affrc.go.jp 

Tel. 088-844-1121（代表） 

 

・パルプ・紙研究会（幹事会・見学会） 

【幹事会】 

日 時：3 月 18 日（水）13：00～ 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 E32 講義室 

内 容：今年度活動報告および来年度活動について 

連絡先：金野尚武（宇都宮大学）konno@cc.utsunomiya-u.ac.jp 

横田慎吾（九州大学）s-yokota@agr.kyushu-u.ac.jp 

【見学会】 

日 時：3 月 18 日（水）幹事会終了後 

場 所：コクヨ MVP 鳥取工場（鳥取市湖山町南 2 丁目 201 番地） 

内 容：紙を使った文房具製造の見学 

連絡先：金野尚武（宇都宮大学）konno@cc.utsunomiya-u.ac.jp 

横田慎吾（九州大学）s-yokota@agr.kyushu-u.ac.jp 

備 考：詳細は参加希望者に追って連絡いたします。 

 

・木質物性研究会（講演会） 

日 時：3 月 18 日（水）13:30～17:00 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 C22 講義室 

内 容：「木質系材料の工業的利用のための物性研究の重要性」 



    木材の塑性加工や接触温冷感に関する工業的視点からの物性研究や、林産学

から林学といった俯瞰的な視点からの物性研究のあり方ついて、３名の先生

方からご講演をいただく。さらに、ご講演の先生方をパネラーにお迎えして、

木質系材料の工業的利用に向けて必要な研究や観点についてパネルディス

カッションを行う。 

講 演：金山 公三 氏（京都大学生存圏研究所） 

小畑 良洋 氏（鳥取大学） 

中井 毅尚 氏（三重大学） 

パネルディスカッション司会：矢野 浩之 氏（京都大学生存圏研究所） 

連絡先：三好 由華（森林総合研究所）ymiyoshi@ffpri.affrc.go.jp 

 

・バイオマス変換研究会（講演会・連絡会） 

日 時：3 月 15 日（日）15：00－17：00 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 C21 講義室 

内 容：講演会「地域特性を生かしたバイオマス利活用への取り組み」 

・乾燥地植林と物理センサ群を用いた樹木の水利用特性解明 

齊藤 忠臣 氏（鳥取大学農学部） 

・鳥取発！廃カニ殻由来の新素材「キチンナノファイバー」の多様な生理機能 

伊福 伸介 氏（鳥取大学工学研究科） 

連絡会：講演会が終わり次第、開催 

連絡先：中川明子（筑波大学）nakagawa-izumi.a.gm@u.tsukuba.ac.jp 

亀井一郎（宮崎大学）kamei@cc.miyazaki-u.ac.jp 

 

・木材強度・木質構造研究会（地域木材産業研究会と合同講演会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：15～16：10 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 C31 講義室 

内 容：講演会「新時代の木材利用と地域木材産業～中・大規模建築への期待と課題～」 

・杉本 健一 氏（森林総合研究所） 

「これからの木質構造は、ここがおもしろい」 

・城井 秀幸 氏（大分県農林水産研究指導センター林業研究部） 

  「大分県の中・大規模木造建築」 

・上月 光則 氏（鳥取県 農林水産部森林林業振興局 県産材・林産振興課） 

「鳥取県における木材産業の今」 

・稲田 祐二 氏（米子工業高等専門学校） 

  「鳥取県における木質構造建築の動向」 

参加費：一般 2,000 円、学生 1,000 円（要旨集代を含む。当日集金します。） 

※事前申し込みに際しては、氏名、所属、連絡先、一般/学生、領収書の要/不要を

お知らせください。 

連絡先：井道 裕史（森林総研）ido@ffpri.affrc.go.jp 

mailto:ido@ffpri.affrc.go.jp


・きのこ研究会（見学会） 

日 時：3 月 18 日（水）13 時～16 時 

場 所：一般財団法人日本きのこセンター 菌蕈研究所 

内 容：先進的きのこ研究施設の視察 

集合・解散場所（予定）：鳥取大学共通教育棟（集合）～ 現地見学 ～ 鳥取駅（解散） 

貸切バスにて移動。 

定 員：20 名 （申し込み締め切り：2 月 25 日（火）） 

連絡先：上田景子（福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター） 

keiueda@farc.pref.fukuoka.jp 

 

・生物劣化研究会（講演会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：00～ 

場 所： 鳥取大学 共通教育棟 C32 講義室 

内 容：（検討中） 

連絡先：吉田誠（東京農工大学）ymakoto@cc.tuat.ac.jp 

川口聖真（三井化学アグロ株式会社）Seima1.Kawaguchi@mitsuichemicals.com 

 

・木材接着研究会（連絡会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：00～ 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 D22 講義室 

内 容：令和元年度活動報告・決算報告、令和 2 年度活動予定・予算について 

連絡先：宮﨑淳子（道総研林産試）miyazaki-junko@hro.or.jp 

 

・機械加工研究会（見学会および総会） 

日 時：3 月 18 日（水）12:15～18:15（予定） 

※集合・出発（鳥取大学前：12:15 発），鳥取 CLT 見学（14:15～15:45）， 

解散（鳥取空港：18:00 予定、鳥取駅：18:15 予定） 

場 所：鳥取 CLT［本社・本社工場］ 

内 容：CLT 工場の見学 

※移動のバス車内にて機械加工研究会総会を開催致します。 

※工場見学の定員は18名までとし、先着順にて申し込みを締め切らせて頂きます。 

連絡先：大谷忠（東京学芸大学）t-ohtani@u-gakugei.ac.jp 

 

・居住性研究会（拡大幹事会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：00～ 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 A31 講義室 

内 容：2019 年度の活動報告と 2020 年度の活動計画について。 

連絡先：杉山真樹（森林総合研究所）sugicchi@ffpri.affrc.go.jp 

木村彰孝（広島大学）aakimura@hiroshima-u.ac.jp 



・抽出成分研究会（幹事会および見学会） 

日 時：3 月 18 日（水）12：30～ 

集合場所：未定 

見学先：鳥取大学乾燥地研究センター 

内 容：乾燥地に生存する植物や耐塩性の作物品種・系統などの収集・保存活動につ

いて見学する。 

参加費：2000 円（バス借り上げ代、当日集金いたします） 

連絡先：鈴木利貞（香川大学農学部）t-suzuki@ag.kagawa-u.ac.jp 

重冨顕吾（北海道大学農学研究院）sgtm@for.agr.hokudai.ac.jp 

 

・林産教育研究会（見学会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：00～ 

場 所： 検討中 

連絡先：大崎久司（北海道立林産試験場）ohsaki-hisashi@hro.or.jp 

田邊純（千葉大学）tanabe_j@chiba-u.jp 

 

・木質パネル研究会（見学会） 

日 時：3 月 15 日（日）14:00（鳥取駅集合）〜18:30（鳥取駅解散） 

場 所：鳥取県若桜町（若桜鉄道若桜駅および旧宿場町）  

内 容：鳥取県若桜町は古くから林業で栄え発達した町です。この若桜町と鳥取市内

を結ぶ若桜鉄道は旧国鉄若桜線にルーツを持ち、通勤通学の便としてまた古

くは木材輸送手段として使われており、若桜駅をはじめ沿線の木造駅舎の多

くは文化財指定を受けています。また、近年は「ななつ星 in 九州」等で有名

なデザイナーの水戸岡鋭治氏が手がけた木製内装化車両も運行されていま

す。今回の見学会では、鳥取駅からこの若桜鉄道を利用して若桜町を訪問し、

現地ガイドとともに車両・駅舎・町内などを巡り、木材・木質材料利用の過

去と現在を学び、未来を語らおうとする企画です。開催に際しては多少の実

費負担をお願いする予定ですが、研究会メンバー以外の方の参加も大歓迎で

すので、ご興味のある方はぜひご参加ください（参加人数を確定させる必要

上、1 月末までに下記へご一報ください）。 

参加費：参加人数で変動しますが、最大 2,000 円/人程度を当日集金する予定です。詳

細は参加申込者に追って連絡します。JR 鳥取駅〜若桜駅往復、まち歩きガイ

ド費等を含みます。 

連絡先：山内秀文（秋田県立大学木材高度加工研究所）hide@iwt.akita-pu.ac.jp 

 

・木質文化財研究会（幹事会・見学会・講演会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：00～ 

場 所：鳥取県埋蔵文化財センター（予定） 

内 容：以下の通り、講演会ならびに見学会を実施します。 



講 演：「鳥取いにしえの木の文化～出土木製品が語る人々の暮らし～」 

家塚英詞 氏（鳥取県埋蔵文化財センター 文化財主事） 

見学会：鳥取県埋蔵文化財センター等において、松原田中遺跡出土地中梁模型、              

本高弓ノ木遺跡出土の縄文時代のケヤキ大径木をはじめ、縄文時代～中世の    

各時代の精巧な木製品をの見学会を予定しております。 

連絡先：片岡太郎（弘前大学）taro@hirosaki-u.ac.jp 

星野安治（奈良文化財研究所）y-hoshino@nabunken.go.jp 

 

・地域木材産業研究会（木材強度・木質構造研究会と合同講演会） 

日 時：3 月 18 日（水）13：15～16：10 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 C31 講義室 

内 容：（詳細は「木材強度・木質構造研究会」をご参照ください。） 

 

１５．学会本部関係会合 

（１）令和元年度第 12 回常任理事会 

日 時：3 月 15 日（日）10:30～12:30 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 A31 講義室 

（２）第 357 回理事会 

日 時：3 月 15 日（日）13:30～17:30 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 A31 講義室 

（３）機関幹事・研究会幹事合同幹事会 

日 時：3 月 16 日（月）12:00～13:00 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 C31 講義室 

（４）プログラム委員会・プログラム編集委員会・部門委員による拡大委員会 

日 時：3 月 16 日（月）7:50～8:45 

場 所：鳥取大学 共通教育棟 C31 講義室 

＊開始時間は例年より 10 分早くなっております。ご注意ください。 

（５）将来構想委員会 

日 時：3 月 17 日（火）8:30～10:00 

場 所：とりぎん文化会館 第 3 会議室 

（６）プログラム編集委員会・学生優秀発表賞 WG による合同会議 

日 時：3 月 17 日（火）12:00～13:00 

場 所：とりぎん文化会館 第 5 会議室（学会本部） 

（７）ダイバーシティ推進委員会 

日 時：3 月 17 日（火）11:00～12:00 

場 所：とりぎん文化会館 第 3 会議室 

（８）中部支部総会 

日 時：3 月 17 日（火）12:00～13:00 

場 所：とりぎん文化会館 第 6 会議室（大会本部） 



（９）中国・四国支部総会 

日 時：3 月 17 日（火）12:00～13:00 

場 所：とりぎん文化会館 小ホール第 9 楽屋 

（１０）九州支部第 73 回常任理事会（拡大理事懇談会） 

日 時：3 月 17 日（火）12:00～13:00 

場 所：とりぎん文化会館 第 3 会議室 

 

１６．その他 

16 日（月）と 18 日（水）の会場になる鳥取大学には第 1 駐車場と第 2 駐車場を合

わせて約 400 台の駐車スペースがあります。いずれも有料ですので、ご利用の際は、

大会受付にてサービス券をお受け取り下さい。 

17 日（火）の会場になるとりぎん文化会館には無料駐車場（341 台）があります。

満車の場合には、申し訳ございませんが近隣の有料駐車場をご利用ください。 

最新の情報は、大会ホームページ（http://www.jwrs.org/wood2020/）にてご確認くだ

さい。お問い合わせは以下の通りです。 

会員登録・会費について：office@jwrs.org（日本木材学会） 

研究発表・発表プログラムについて：prog_ext_cmt@jwrs.org（プログラム編集委員会） 

WEB 申込について：jwrs-desk@bunken.co.jp（日本木材学会大会ヘルプデスク） 

大会全般について：wood2020@jwrs.org（第 70 回日本木材学会大会事務局） 

 

１７．大会事務局 

〒680-8550 鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地 

鳥取大学農学部内 第 70 回日本木材学会大会（鳥取大会）事務局 

大会運営委員長：小畑良洋 

大会実行委員長：川上敬介 

総務：藤本高明、佐藤 伸 

（E-mail: wood2020@jwrs.org） 

 


