日本人口学会第 69 回大会の参加者への連絡事項（第 1 報）
第 69 回大会運営委員会
運営委員長

阿部隆

takashi.abe.p1@dc.tohoku.ac.jp

【参加費等振り込み手続き】
・Web で参加登録を行った方は、4 桁の登録番号を手元にお控えください。
・参加登録がお済みでない方は、下記の URL から参加登録をされて、登録番号を手元
にお控えください。Web 登録がうまくいかない方などは、振り込みの際に名前の後に
（所属名あるいは市町村名）を付してください。
http://www.paoj.org/taikai/taikai2017/apply.html
・参加費、懇親会費、巡検参加費は、5 月 31 日（水）までに、下記銀行口座に事前に
お振り込み下さい。事前振り込みの場合、当日払いより割引された額が適用され、一般
会員の参加費は 3,000 円、懇親会費は 4,000 円、巡検参加費は 5,000 円（合計 12,000
円）です。学生会員は、参加費 2,000 円、懇親会費 3,000 円、巡検参加費は 4,000 円（合
計 9,000 円）となります。
・振り込みの際には、お名前の前に 4 桁の登録番号を付けてください。
参加費・懇親会費・巡検参加費払込先（5 月 31 日締め切り）


七十七銀行（銀行コード：０１２５）

支店名：泉パークタウン支店（イズミパークタウンシテン）
支店コード：２８２
預金種目：普通預金
口座番号：５００６０３９
口座名：日本人口学会

会計

萩原潤

（口座名は、
「ニホンジンコウガッカイ」だけでも結構です。）

・5 月 31 日までに送金できなかった場合は、大会当日に受付でお支払い下さい。その
場合は、一般会員の参加費は 4,000 円、懇親会費は 5,000 円、巡検参加費は 6,000 円、
学生会員の参加費は 3,000 円、懇親会費は 4,000 円、
巡検参加費は 5,000 円となります。
釣り銭が要らないようにご用意下さるようお願いいたします。
・海外在住の参加予定者の方は、事前支払いによる送金手数料が高額になりますので、
当日支払い（日本円使用）で結構です。この場合の参加費、懇親会費、巡検参加費は、
事前支払いの場合と同額とさせていただきます。海外在住の方は、
「海外会員」の受付
で、当日お支払いください。
1

・巡検については、移動のためのバスの定員の関係で、大会当日に申し込みを受け付け
られないことがございますので、ご了承下さい。
・巡検参加費には、当日の昼食代が含まれております。
・事前に振り込まれました参加費・懇親会費・巡検参加費は、ご欠席の場合でも返金い
たしかねます。
・非会員で傍聴をご希望の方は、受付に申し出てください。非会員の方の参加費は一律
2,000 円です。非会員の方は、公開シンポジウム以外では、原則として質疑に参加する
ことはできませんが、そのセッションの座長が許可した場合には、この限りでありませ
ん。
・東北大学の教職員、学生の方は参加費を無料とさせていただきます。懇親会への参加
を希望される方は、当日に当日会費をお支払いください。
・公開シンポジウムのみに参加される方の参加費は無料とさせていただきます。
・大会参加受付は 6 月 10 日（土）
・11 日（日）ともに午前 8 時 30 分から、東北大学
青葉山北キャンパス理学研究科合同 C 棟の２階で行います。大会参加受付は、6 月 11
日の午後３時までといたします。
・公開シンポジウムに参加される非会員の方の受付は、同キャンパス理学研究科大講義
室にて、6 月 10 日（土）13 時から行います。

【研究報告者の方々へ】
・自由論題の報告は、１発表あたり報告 15 分、質疑応答は 10 分、合計 25 分です。企
画セッションとテーマセッション、公開シンポジウムに関しては、組織者に時間配分を
一任しておりますので、組織者の指示に従って下さい。
・大会当日に資料を配布される場合は、各自で印刷の上、会場に持参され、そのセッシ
ョンの開始前に会場係にお渡し下さい。配布資料の印刷・コピーは開催校や大会事務局
では一切お引き受けいたしかねますのでご了承下さい。
・各会場に PC およびプロジェクターを用意いたします。パワーポイントあるいは pdf
を利用される方は、セッション開始前に会場の PC（OS は Windows10）のデスクトッ
プ上に報告者の氏名を付したファイルをコピーして下さい。自由論題報告においては、
原則として会場据え付けの PC を用いることとし、持参の PC の使用はご遠慮下さい。
特別の事情がある場合は、事前に大会運営委員会にご相談下さい。企画セッション、テ
ーマセッション、公開シンポジウムに関しては、組織者の指示に従って下さい。

【昼食】
・６月 10 日（土）は、北青葉山厚生会館の食堂と合同Ｃ棟のコンビニが利用できます。
・6 月 11 日（日）は、合同 C 棟のコンビニだけが利用できます。弁当を普段より多め
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に置くように依頼しますが、市営地下鉄で、
「青葉通り一番町駅」や「仙台駅」まで行
きますと、多くの飲食店を利用できます。往復の時間は 30 分程度をお考え下さい。
【懇親会】
・6 月 10 日（土）19 時から、北青葉山厚生会館一階の食堂にて懇親会を開催いたしま
す（場所は「キャンパスマップ」を参照して下さい）
。懇親会参加予定の方は、事前に
前記の口座へ参加費とともに懇親会費をお振込み下さい。非会員の方の懇親会参加費は
5,000 円（学生は 4,000 円）とさせていただきます。当日は、大会参加受付にて参加を
受け付けます。ただし、６時半からは懇親会会場で参加を受け付けます。
【巡検参加者の方へ】
・出発予定時刻と解散の時刻が「大会のお知らせ」から変更になりましたので、ご注意
ください。以下の行程は、訪問地の事情や交通事情などによって変更となる可能性があ
ります。
日時：2017 年６月 12 日（月）8 時～17 時
７時 50 分：

仙台市営地下鉄「荒井」駅南口集合、8 時出発

9 時：名取市閖上地区
11 時：福島県南相馬市市役所、12 時まで南相馬市の人口問題に関する説明と質疑
応答
12 時 10 分～12 時 40 分：昼食（状況によっては、移動中にお弁当を提供すること
になります）
12 時 40 分：南相馬市出発
・南相馬市から次の目的地の富岡町役場までは、一般道を経由し、原子力災害によ
る、
「帰還困難区域」を通過します。途中停車はいたしませんが、この通過によ
る被ばく線量は、2016 年 9 月の調査で、1.2 マイクロシーベルト（胸部 X 線集
団検診の被ばく線量の約 50 分の１）と推定されております。詳しくは、原子力
被災者生活支援チームの以下のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/kokudou6gou_press.pdf
14 時：福島県富岡町役場、15 時まで富岡町の人口問題に関する説明と質疑応答
15 時：富岡町役場出発
16 時半：福島県いわき市の避難者集住地区を観察
17 時：常磐本線泉駅（ひたち 24 号

17 時 32 分、ひたち 26 号

18 時 27 分）

・常磐本線の特急は約 2 時間 10 分で上野駅に到着します。バスは、常磐道経由で
仙台駅前に戻ります。所要時間は約 2 時間半です。
・ヒアリング等の場所については、都合により変更されることがあります。
・巡検のための資料をお渡しいたしますので、大会当日は大会受付の中の巡検受付
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にお立ち寄りください。
【その他の注意事項】
・会員控室以外の教室での飲食は禁止となっておりますので、よろしくご協力下さい。
・東北大学は全キャンパス禁煙となっておりますので、よろしくご協力下さい。
・宿泊施設は各自ご予約下さい。仙台市の宿泊施設は近年、予約がとりにくくなってお
りますので、早めのご予約をお勧めします。仙台市内では、市営地下鉄東西線ならびに
南北線の沿線が便利です。6 月 10 日、11 日は仙台市で「東北絆まつり」が開催されま
すので、特に宿泊施設が不足しております。新幹線で 30 分以内で行くことができる、
福島駅や古川駅周辺の方が予約が可能かと思います。
・来客用の駐車場は利用できません。
・大会期間中、大会運営本部は理学研究科合同 C 棟２階のミーティングルームに設営
されます。緊急連絡先は 080-3093-1258 です。
・本大会では手荷物の保管サービスはいたしません。手荷物は各自の責任で管理してく
ださい。
・期間中の大会運営本部への連絡は緊急連絡先または、会場係にお願いいたします。
・大会会場は eduroam の Wi-fi が使用可能ですが，ゲストアカウントは発行しません
ので大会要旨集等は事前にダウンロードをお願いします。
【会場案内】
・東北大学青葉山北キャンパス（〒980－8578

仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3）

理学研究科合同Ｃ棟（キャンパスマップの H04）、合同Ａ棟（H02）、大講義室(H32)、
北青葉山厚生会館(I101)
・青葉山北キャンパスは、市営地下鉄東西線仙台駅から八木山動物公園行に乗車約 9 分
です。地下鉄下車後、大会受付のある合同Ｃ棟まで約 6 分を要します。
会場の地図ならびに交通アクセスは下記リンク先のキャンパスマップをご参照くださ
い。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/aobayama/
・会場の詳細については、プログラム確定後に配信いたします。
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