
日本藻類学会第 36回大会のご案内

一札幌・ 2012-

日本藻類学会第 36回大会を以下の要領で開催いた します。

2012年は本学会の創立 60周年に当たり，本大会では 60周

年を記念する企画も予定 しています。札幌は多くの方に とっ

て遠い開催地と は存じますが，多くの方々の参加をお待ち し

ております。

会長堀口健雄

1. 日程

加12年7月13日 (金):編集委員会，評議員会

7月14日(土):口頭発表，ポスター，総会，懇親会

7月15日(日):口頭発表，ポスター， 公開講演会

2.会場(図 1) 
大会 ・公開講演会 :北海道大学学術交流会館

(札幌市北区北 9条西 5丁目)

懇 親 会 :北海道大学生協中央食堂

(札幌市北区北 11条西 8丁目)

3.参加費

4月20日まで :大会参加費 5，000円 (学生 3，000円)

懇親会費 5，000円 (学生 3，000円)

4月21日以降 :大会参加費 6，000円(学生 4，000円)

懇親会費 6，000円(学生 4，000円)

図 1 会場周辺の地図

4.参加および発表申込

(1 )参加申込(できるだけ電子メールでお送り下さい)

大会参加者は発表の有無または共同発表者の有無にか

かわらず，参加申込票に必要事項を記入して申し込んで

ください。日本藻類学会ホームページ (http://sourui.org/

welcome .html)の リンク先からダウン ロー ドし た参加申

込票を電子メ ールの添付書類と して送信してく ださい(宛

先 :algae20 12 .sapporo@gmail.com)。郵送または FAX

の場合は，本誌綴じ込みの参加申込票を大会準備委員会

宛 (下記9を参照) にお送 り下さい。

(2)研究発表(一般発表)の申し込み方法

演者(日本藻類学会員に限ります)は，下記 11の要領

で発表要旨原稿を電子メ ールの添付書類でお送り下さい。

発表 1件ご とに口頭かポスタ ーかを希望していただきま

すが，プログラムの都合上ご希望に添えない場合がある

こと をあらかじめ ご了承下さい。口頭発表は 1人 1件 ま

でと します。

(3)参加費 (大会参加費，懇親会費)の送金方法

本誌挟み込み，また は，郵便局備え付けの郵便振替用

紙を使って送金してください。

振込先 .日本藻類学会第 36回大会準備委員会

口座番号 ・02750-6-98544

(4)締め切り

参加申込票の送付・ 送金 :2012年4月20日 (金)[必着]

発 表 要 旨 原 稿 送 付:2012年4月27日 (金)[必着]

5.編集委員会および評議員会

編集委員会 :7月 13日 (金) 15:00"-'16:30 

評議員会 :7月 13日(金) 16:30"-' 18:00 

会 場 :北海道大学理学部 5号館

6.一般発表

口頭発表は 2会場で実施します。プログラムの都合上，

発表数は先着 70講演程度となりま すので，あらかじめ ご

了承下さい。

7.公開講演

日 時 :7月 15日 (日)

場所 :北海道大学学術交流会館

参加費 :無料



8.藻類学ワークショップ(学会員対象・事前予約制)

多種多様で複雑な藻類の形態と細胞内構造を正確に理

解するためには， 試料作製技術に関わ る工夫と問題点に

合わせた観察装置の選択が必要とされます。今回，形態

観察に関わ る技術と観察方法についての技術講習を講義

形式 (ワークシ ョップI)と一部の技術に関する実践編と

して実習形式 (ワークシ ョップ II) にて行います。

藻類学ワークショップl

「藻類の形態観察に関わる技術講習 (講義編)J

日 時 :2012年 7月13日(金)13:00~ 16:00 

会 場 :北海道大学札幌キャ ンパス内で行いますが，

詳細は後日案内をいた します。

講 師:大田修平 (東京大学)，高野義人(長崎大学)， 

山本真紀(専修大学)，長里千香子 (北海道

大学)，関田諭子 (高知大学)

微速度動画撮影，走査型電子顕微鏡，加圧

凍結法，電子線 トモ グラフィ ー法，フ リー

ズフラクチ ャー法についての講義を行う予

定です。

定 員 :40名 (先着順)

参 加 費 :1β00円 (テキス ト代込，当日に徴収)

申込み締切 :2012年 6月30日 (土)

申込み方法 :名前，所属，住所，電話番号，電子メールア

ドレスを明記 し， nagasato@fsc.hokudai.ac.jp 

にお送り下さい。

藻類学ワークショップ H

「藻類の形態観察に関わる技術講習~急速凍結置換法とト

モグラフィ ー解析"'(実践編)J

日時:2012年 7月 16日(月)'" 18日(水)

集 合場 所:北方生物園フィールド科学センター

室蘭臨海実験所

集合日時 :7月 16日13時頃の予定

実 施 場 所 :北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

室蘭臨海実験所

干 051-0013 北海道室蘭市舟見町 1丁目

133-31 

※室蘭臨海実験所は 6月に旧北海道道立函館水産試験場

室蘭支場に移転します。

解散日時 :7月 18日13時頃の予定

講 師:本村泰三 ・長盟千香子 (北海道大学)

※実施内容の詳細は後日案内をいた します。

定 員:10名 (先着)1民学生を優先させていただきます。)

参 加 費:羽目x)円 (宿泊費を含む。苅重要主食費は含みません。)

申込み締切 :2012年 6月30日 (土)

申込み方法 :名前，所属，住所，電話番号，電子メールア

ドレスを明記し， nagasato@fsc.hokudai.ac.jp 

にお送り下さい。

藻類学ワークショップ責任者・連絡先

長里千香子

(制組大学北方生物圏フィールド科学センター)

TEL: 0143-22-2846 

E-mail: nagasato@fsc.hokudai.ac.jp 

9.問い合わせ先

干 060-0810 札幌市北区北 10条西8丁目

北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門

多様性生物学分野 2内

日本藻類学会第 36回大会準備委員会 小亀一弘

TEL: 011-706-2745， FAX: 011-706-4851 

E-mail: kogame@sci.hokudai.ac.jp 

10.会場までの交通・受付・昼食・宿泊

大会会場の北海道大学学術交流会館までは，JR札幌駅

から徒歩 10分， 地下鉄北 12条駅から徒歩 10分です (図

1)。北海道大学正門から入ってすぐの位置にあります。

新千歳空港とJR札幌駅聞は，JR快速エアポート が 15分

おきに出ており便利です (片道 1，040円， 所要時間は最

速 36分)。

受付は， 7月14日(土)9:00から行います。

昼食は，大学内の食堂が利用できます。

宿泊については， 北海道大学生協旅行部が大会参加者

のために大会会場に近いホテルの部屋を仮押さえ してい

ます。学会ホームページに宿泊案内がありますので，是

非ご覧いただきご利用下さい。

11.発表要旨原稿の作成要領と原稿送付方法

原稿形式:MS-WORD形式の電子ファイ ルを電子メ ール

に添付してお送り下さい。

記載順序 :演者名，演題，本文，所属の順に書いてくださ

い。所属は( )でくく り，最下段末尾に書い

てください。

共著と所属の表示 :共著の場合は演者名の前にOをつけ，

所属が異なる ときは，各著者名の後ろに上付き

数字を付し，所属ごとに区別して ください。

フォ ント;全角文字 (2バイ ト文字)は明朝体 12ポイント，

英字 (1バイ ト文字)はTimes(12ポイン ト)

を使用してください。機種依存文字(丸数字など)

は使用しないで、ください。

句読点:和文原稿の場合，全角の"J と '0J を使用 し

てください。

学名表示:下線付き表示ではなく ，イタ リック(斜体)で

表示してください。

文字数:原稿の文字数は，講演題目，発表者氏名，所属，

本文を含めて最大700文字(全角)です。

校 正 :著者校正はありませんので，十分なチェックの

上，投稿して下さ い。



送付方法 :下記の送付先に添付ファイルとしてお送り下さ

い。件名，原稿ファイル名は，下記にしたがっ

て下さい。締め切りは. 4月27日(金)です。

原稿送付先 :algae2012.sapporo@gmail.com 
件 名 :発表要旨原稿

ファイル名 :発表要旨原稿(発表第一著者の氏名，複数あ

る場合は 1，2・・・ )，例 :発表要旨原稿(北

海太郎2)

12.発表形式

(1)口頭発表

時 間 :発表 12分，質疑応答3分です。

機 器:発表者のパソ コンにつないだ液晶プロジェク

ター (スク リー ンl枚)で発表していただき

ます。各自でパソ コンをご持参下さい。パソ コ

ンは切換器のミ ニDsub15ピン外部出力 コネク

ターを介して，液晶プロジェクタ ーと接続され

ます。多くのパソコンはこのコネクターで接続

できますが，アップル製のように特殊な接続ア

ダプタやケーフ。ルが必要な場合は各自でご用意

下さい。パソコンのバッテ リーだけでは液晶プ

ロジェクターに出力できない場合がありますの

で，必ず、パソ コンに電源を とるよう，電源ケー

ブルをご用意願います。

万ーに備え，発表用ファイルをコピーした

USBメモリをお持ち下さい。発表用ファイル

に静止画 ・動画 ・グラフ等のデータをリンクさ

せている場合は，そのデータも USBメモリに

保存してください。

次演者は次演者席で，パソ コンに電源をとり，

OSを立ち上げてください。切換器の空いてい

るラインにパソコンを接続して待機してくださ

い。前演者の講演が終わりしだい，次演者はご

自身で、切換器のスイッチを切り替えます。パソ

コンのミラ ーリングの操作はスイッ チの切換後

にして下さい。

事前の動作確認を会場内の試写室でお願いし

ます。

ご自分のパソコンを用意できない方は，あら

かじめ準備委員会にご相談下さい。

(2)ポスター発表

サイ ズ:ポスタ ー用のパネルの大きさは，縦 180cm，

横 90cmです。

貼付用具 :ピンを大会準備委員会で用意します。

必要記載事項:ポスターの上部に発表番号，表題，氏名(所

属)を記して下さい。

構 成:目的，実験(観察)結果，考察，結論について，

それぞれ簡潔にまとめた文章をつけて下さい。

写真 ・図表 :それぞれに簡単な説明文を添付してください。

フォン ト・ 図表サイズ:少し離れた場所からも判読できる

ょうご配慮下さい。

掲示時間 :7月 14日(土)9:00から掲示できます。7月

15日(日)15:00までに取りはずしてください。

13.その他

日本藻類学会第 36回大会関連の情報は，随時，日本

藻類学会ホ ームページに掲載します (h仕p://sourui .org/ 

welcome.htm1)。

日本藻類学会ホームページURL変更のお知らせ
本学会のホームページは国立情報学研究所が無償で提供し

ているサーバー (学協会情報発信サービス)を利用してきま

したが，そのサービスが2012年 3月に終了することとなっ

ています。そのため，本学会ホームページを民間レンタルサー

ノ〈ーに移行しました。新 URLは，以下のとおりです。

日本藻類学会ホームページ新 URL
http://sourui.org/welcome.html 

学会口ゴ募集および投票のご案内
「藻類J 前号 (59巻 3号)でご案内しま したように，日

本藻類学会創立 60周年を記念し，学会ロゴマークの制定を

行います。学会ロゴマークの募集については，「藻類」前号

の色刷りページまたは学会ホームページ (http://sourui.org/

welcome .htm1)をご覧下さい。投票については，電子メ ー

ルによる記名投票に より行います。投票方法につきましても

学会ホ ームページをご参照下さい。また，日本藻類学会第

36回大会(札幌， 2012)において大会参加学会員が投票で

きるようにします。本学会にふさわしいロゴマークをふるっ

てご応募下さいますようお願しますとともに，投票について

も是非ご参加下さい。



日本藻類学会第 36回大会参加申込票

く 2012年4月20日(金)必着〉

E-mail : algae2012.sapporo@gmail.com FAX: 011-706-4851 

(フリガナ)
氏 名 :

連絡先住所 :

電 話 :

電子メールアドレス :

所属 :

FA X: 

一 参加形態(番号にOをつけて下さい)一

-研究発表 : 1.演者として発表する 2.共著者と して発表する 3.発表しない

・懇親会: 1. 参加する 2.参加しない

一 送金内訳(該当の金額にOをつけ，送金合計額を記入して下さい)

1.大会参加費

2.懇親会費

. 4月20日まで 5，000円 (学生 3ρ00円)・4月21日以降 6，000円(学生 4，000円)

・4月20日まで 5，000円 (学生 3，000円)・4月21日以降 6，000円 (学生 4，000円)

送金合計額 円

一以下は研究発表演者のみ記入して下さい(番号にOを付けて下さい)一

.研究発表演者は会員に限ります。

-研究発表演者は必ず共著者の承諾を得てください0

.口頭発表は1人 1件までとします。

演題:

発表者氏名(所属)共著者がいる場合は演者の左肩にOを付けて下さい。

該当する番号にOをつけてください

発表希望形式 : 1. 口頭

研究材料: 1.大型藻

研究分野 : 1.分類 ・系統 ・進化

4.赤潮 ・有害斑類

7.光合成

10.利用 ・加工

2.ポスター

2.微細藻

2.生態

5.形態・細胞構造

8.生理・代謝 ・酵素

11.教育 ・教材

3.どちらでもよい

3.その他

3.増養殖 ・藻場造成

6.発生 ・分化

9.分子 ・ゲノム

12.その他

-口頭とポスターを併せて発表される方は， 1演題ごとにこの申込票が必要です。この申込票をコピーして演題数分

の申込票をお送り下さい。なお，日本藻類学会ホームページからも申込票をダウンロードできます。

※本申込票送付後，1週間以内に大会実行委員会から申込票受領の連絡がない場合は，大会実行委員会へお問い合

わせ下さい。




