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§1 台同大会案内サマリー ･各種量良日程

●会期 : 2 0 0 2年 5月2 7 日 (月) - 3 1日 (金)
(5 月2 6 日 (日) 青少年セミナー)

●会場 :国立オ リンピック紀念青少年総合センター

●各種受付開始日 ･締切日 :
受付締切日

予稿集原稿
投稿

大会参加登
録事前申込

200 2/1/10 (木)

早期〆切 :200 〟2/20 (水)
最終〆切 :2(沿2/2/28 (木)

200 〟3/29 (金)

●お申し込み後の日程

請求書発送 200 2/〝10(水)迄に完了

2002/4/26(金)厳守 郵便振込

00 ･･(刈･名札発送 200 2/5/20(月)迄に完了 入金確認
者のみ

●大会ホームページ :
200 2 年合同大会に関する情報および各種登録ページが置かれて
います.

合同大会ホームページ
http://yw .epsu.jp/｣nlX)200 2/

詳しくは上記のホームページを是非ご覧下さい. 変更内容の情報
は随時更新します. (変更内容のチェックもお忘れなく.)

●お問い合わせ先 :
(問い合わせ先一節おと会ホームペ一･A ニ拘れされています)

■大会全般● :
(青少年セミナー､ 展示､ 予稿集バックナン/トー請求等)
合同大会運営機構 棚

〒133m 東京都文京区本称7-3-1
東京大学理学部新 1号館 719圭
巳伯il: offic軸 su.｣p
Fax: 03-T5800-6839

■各種登録システムサポート● :
(電子投柵こ関する質問. どうしても電子投抽働 く確保で
きない場合も)

一曲 システム登録センター
〒5馴 刀1 大阪市北区梅田2胡
サンケイビル本銀7階
株式会社ジェイコム内
El旧il: re触 U.jp
Fax: C6-m 105
月一金 9:30- 18:00 (祝日を除く)

§1. 1 各種の登録
以下の登鍬ま全て大会ホームページから行って下さい.

①個人情報登録
②参加登録 (事前申込)
③予稿集原稿投稿 眺
@ 宿泊予約

●参加される方は全員①. ②が必須です. ②を行うためには
前もって(王が必要です (ただし. 野 こ登録済の方は再度行う必
要はありません). 事前申込は当日受付 (当日登録) より塾塾 !
金宝主なっていますので. お勧めいたします｡

●卿 蛤 ② こ加えて③を行って下さい. 共
著の場合は,共著者についても①が必要ですのでご注意下さい.
当日発表される方も参加豊鋤 く必要です.

●会場の青少年総合センターへの宿泊を希望される方は (D
② こ加えて. ④を行って下さい

ー 51 -



§1 . 2 住所変更
プログラムおよび予稿集 の.R叫 は . 参加鎌 申込者のみに 5
月20 El頃迄に発達される予定です.
転勤 ･卒業等で住所変更が生じた方は. Wd) 上の ｢個人情報登
録｣ にて, 住所変更手続きを行って下さい.

§1. 3 保育希望の方へ
116 鼓児の託児サ- ビス(利脚 に応じて実費負担)杏
ご希望の方は以下のアドレスまで.電子メールでご連絡下さい.0
歳児のいらっしゃる方 就学児童をお連れの方なども別途ご相鉄
に応じます.

高田 淑子
宮城教育大学
〒980-0845宮城県仙台市青葉区新巻辛青葉
El旧il■toshik(漁niyakyortJ.aC.jp

§2 セッション案内

●講演要旨の投稿は. 1 - 2月中に合同大会ホームページ (隻1
参照) 上で行って下さい. その際. 照明や採光の関係で暗くなら
ないためスライドを使用できないセッション会動 くありますので.
ご注意下さい.
｢合同大会ホームページ｣ にセッション一覧リストが置かれて

おりますのでコ桝零下さい. 臥 それぞれのセッションについて
の同い合わせは. ホームページにあります各セッションの連絡先
へお願いします.
●プログラム編集作業
3 月上旬に行われます. 代表コンビーナ一切方にご協力をお願
いすることがありますので, 蜘 く取れますよう日程の._m を
お賄います. 又､ 期間中ご不在の場合は代哩の方をプログラム委
且全知 1-m lQjntx).eps.S.LJ-td(yo.ac.jp)へ予めお知らせ下さい｡

J 2 0 0 2年大会開催セッション一隻■
(大臣号･分類名) (短縮名)
Uユニオン 21世紀の地球惑星科学

地坪惑星科学の新しし噸念と方法
宇宙科学と宇宙開発

B地球生命秤学 生命 .水 ･鮭物栂互作用
ア- キアンパーク計画

C地球化学 固体地球化学 ･惑星化学
D灘地学 重力･ジオイド

測地学一般
地殻変動
甘)S
衛星重力ミッション
G P S気象学

E他職 気宇 太棚
宇宙プラズマ
地球内部取 気宇

地吐気 ･古地吐気
殺気雷電蒜宗旨合
字好天気
地雷毛駁気現象
CAWSES

G地質学 放射性廃棄物
レオロジーと物質移動
地相 と構造発生史
堆積
長期火成活動と火山発達史
断層レオロジーと地震先生
ラウ･ハブル

H水文･陸水 ･地下水学
同位体水文学
海水 ･地下水相互作用
水循環水砕亜

l地球内部科学 超高圧地球杵宇
Jジョイント 地球涜休力学

情報地球惑星科学
宇宙･惑星脚 技術
電離珊 ･勲殿
大気圏 ･熊野下部
変形岩 ･変成岩
地球年代学
活断層と古地
オフィオライト
岩石 ･物 ･資源
地下芸度構造 ･熟過程
00 2固定
リソスフェアの構造と物性
惑星地球システム
惑星リモセン
地殻浅部の漁師移動と物性
キッチン地球科学への招待
地学教育
地震発生帯聯 q
付加体から震源物 質へ
ハワイホットスポット

K岩石 ･鉱物学 深成岩 ･マグマ
鉱物物理化学
サブフアク
衝撃変成作用

L地球環境 ･気候変難字
古気候 ･古海洋
バイカル湖と地球環境変動
北太平洋高緯度の古海洋学

N地球惑星爵学 溢気圏物理
P惑星科学 惑星科学

字音惑星固体物質
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惑星表層0 2
火星共同勧 IJ
水星とその周辺環境

0第四紀学 第四紀
S地露草 地震に伴う諸現象

地震先生の物理
地震活動
強震動 ･地露災害
地震の理論 ･解析法
地露計測 ･処理システム
地震予知
地震一般
地盤構造 ･地盤震動
震源過程 ･発震砂肝
地殻構造
強震動予測と地下構造
津波堆棟物
地震予知 :社会と科学
地象波トモグラフィー

T地球惑星テクトニクス ･ダイナミクス
テクトニクス

V火山学 活動的火山
マグマシステムと噴火
雲仙火山
非定常流体力学と火山爆発

Y防災 ･応用地球科学
地質ハザード･地箕環境

§3 個人情報登録

合同大会では､個人惜敗艶掛こよって, lD番号を取得していた
だいております｡ ID番号は各種登録､ 照会に必要です. 登執ま無
魁ですので､ ｢合同大会ホームページ｣ (§1参照) より行って下
さい.

●個人情報登録と個人情報 ID 番号

*まだ個人情報畳録されていない方(共著者を含む) :
まずは ｢合同大会ホームページ｣ の 『個人情報登録』にてこ登録
を行って," 個人情報 ID 番号 "を取得して下さい

+ l町こ個人慨 録をされて ID番号を取得している方 :
ID番号は今年度も有効ですので再豊矧ま必要ありません.

*所嵐 身分, B旧ilアドレス等登録内容が変わった方 :
『個人惜敗萱挽』において個人惜敗変更を必ず行って下さい. 情
報が古いままですと重要な大会惜敗 郵便物がお届けできなくな
ります.

* ご自分の ID番号やパスワードを忘れた方 :
｢F個人什樹 の ｢各問い合わせ｣ にアクセスして問い合わせ
できます.

登録された個人情報は. 個人情報 ID 番号によって参照され.
参加餓 予稿集原稿投稿. 宿泊予約に利用されます. この際
謙奏者だけでなく共著者も個人惜敗ID 番号の登録が必要です
共著者の個人情報 ID 番号が登録されていない場合rよ 予稿集に
共著者名が載らないことになりますのでご注意下さい, 共著者が
すでに個人情報量録を済ませている埠合は, lD箸号を r合同大会
ホームページ｣ にて検索できます.

■個人情報登録のために必要な情栂 :
･氏名(漢字, カタカナ.英語) 姓と名別々に
･所属学会 (複軌
･所鳳擁朗名 (漢字, カタカナ.英語)
･所棚 名略称 (漢字.英語) (表示用)
･所霞故開住所 (漢字. 英語)
･身分 (学生 一般 遺択式)
･11 , FAX. E.伯il

これらのデータは. 次年度以降の合同大会への各種登録の基畦デ
ータとして保存される予定です.

§4 参加登録 .予稿榔 投稿. 有汝予約 (料金)

お申し込みいただいた全ての乗用のお支払い方法は ｢郵便振り
込みJです (当日登録は会場にて現金). 参加費,予稿集原稿投稿
費, 宿泊糞が一括請求されます Web にてお申込み攻. 郵便振り
込み用紙が〝10頃までに載送されます. 振込み期限4/26をお守
りください.
校費扱いにつきましては財務担当 (中村 電話0315841-4591)
へお問い合わせ下さい.

§4 . 1 参加費用
受付 受付

巨聖 者 馬 首 竿 - ≡-
3/29
(金)

料金 方法

5,00 0 円
2CO2/
5/20 4.00 0 円 .,
(月)

当日

一般
二i券

学部生と70歳以上の方
(発表をしない場合)

Meb 申込
のみ
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§4 . 2 予榊 投稿 (発表申込) 費用

予稿集原
稿
投稿

面醜
(希望者
のみ)

受付 受付
開始日 締切日

200 2/〟20
200 〝1/10 (水)
(木) 200 2/2/28

(木)

(基本的に論文と同時受

料金 方法

1,5W 円 Web 申込
のみ

3,(X氾 円

1.OCO 円 郵送

付) 検討中 . Wd)申込

§4 . 3 青少年総合センター- の宿温 費用
大会会場の青少年総合センタ｣ 絹 の宿舎への宿泊予約力可能
です. 但し, 確保しました都塵軌こは銀りがありますので. 申し
込み如 く定見を超えた場合に倒帝切目前に頼め切ることもありま
すのでご7 乗ください 宿泊予約はホームページ上でのみで可能
です｡
チェックインは5/26.27午後5'30-午後7-00 まで.センター練
103号室 (大会受付) で､行って下さい.遅れる場合は 午後6:00
までに大会受付 (オリンピックセンター代表TELO3-3467-7201) に
連絡をするか. 午後6:00 以降はセンター嫌103号重 く大会受付)
前の掲示に従ってください｡
部屋はすべて個室 (男女別)ですが. ビジネスホテルタイプ (バ
ス ･ トイレ付き) とユースホステルタイプ (バス ･ トイレ共同で
ベッドメーキングL押 J用者が行なう) の2種類があります,

(全コース朝食なし) 期間 料金
ユース 5泊コース
(5/2㌻31)

ユース 4泊コース 200 打
(5/27-31) 1/10 (木)

ビジネス 5泊コース
(5/26-31) 3/29 (i )

ビジネス 4泊コース
(5/27-31)

13.500 円

ll.OW 円

23.孤)円
19.CKX)円

方法

帖)申込のみ

§4 , 4 取消と恥肖手数料
●振込後, 参加を取り消されても予稿集原槻 料の返金はでき
ませんので, あらかじめご7 手下さい.

参
加
登
録

- キ憲 ル ー; ' 莞

至 20 2/5/6 (月) 迄 IJ IT _FqL+ 苧 BTbLl"311ま'VvL'〉′V ､‥′4 込手数 料 _ _Fax
I---= 三二⇒ = ① Bn iI又は200 2/5〃 (火) 不可

以降 (返金なし) FAX

200 2/2/28 (木)
迄

lり
申
込
分｢~~~~~~~[

予 締
稿 切
集 前

- Wd )にて

投 締 200 2/3/15 (金)
稿 切 迄

不可

入
金
な
し
入
金
有
り

宿
泊
予
約

200 〟3/16(土)
以降

200 2/5/6 (月)
入金確認出来な

い方

200〝5/19(日)迄

(返金なし
の一書に〟作成開
始の為)

なし
自動キャンセル

(予約者へWd)システム丑蜂センタ
ーより的

1(X氾円+ 振 BTB il又は

2船2/5/20 (月)以 全額 (義金な
降 L ) FAX

●連絡先 :
㊨;AX:03舶 9 BTE)‖:re如 su.jp
②:AX:03M 9 BTB‖:ab軸 .jp
③=AX:03舶 9 BTbil:Icdg触 U,jp

隻5 運営機檎からのお知らせ

§5 . 1 運掛 ムページのご案内
運営排牌のホームページを立ち上げております. 運営排牌のこ
とだけでなく. 2CO2 年合同大会のお知らせ. 準備状況. 各学会へ
のリン久 地球惑星科学既達の専攻 学科, 研究所- のIJンク,
連絡会のお知らせ. 等を掲載していきます.
LJL http,/ / vw .epsu.jp/

§5 . 2 台同大会当日の受付時間について
合同大会期間中の受け付け時l乱 境所は以下の通りに開設する
予定です.
●当日参加受付
大会前日 5/26 (日) 受け付けしません
大会期間中の受付

5/27 (月) ～5/31 (金)
AN 8■30-和 3■00 センター棟 103号室

B 宿泊施設のチェックイン
5/26(日)27(月)
FW 5:30-和 7 0̀0 センター棟 103 号室

5 5 . 3 団体展示 ･雷籍出版展示
合同大会では. 国際交流棟 1F レセプションホールにて. 研究
団体 ･企業 ･出版社などによる研究紹介 ･暮籍 ･捷夢などの展示
ブースを設けております. 様々な形で自由にご利用頂き. 有効な
慨 交換の場としてご活用ください. ご利用希望の方は. 事務局
へご連絡下さい,詳細 (申し込み甜 ) をご案内いたします.絢､
お申し込みは3 月末日 (最終締切) まで. スペースに限りがござ
いますので. お早めにお申し込み下さい. 詳細は. 後日ホームペ
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今井 jp
★日本地震学会
鷺谷 威 jp
岡元太郎 jp
★日本水文科学会
杉田倫明 jp
高橋正明
★日本測地学会
古屋正人 jp
松本晃治 p
★日本第四紀学会
鈴木毅彦 jp
宮内菓裕 jp
★日本地下水学会
丸井敦尚 jp
林 武 jp
★日本地球化学会
中塚 武 p
木多紀子 p
★地球電溢気 .地球惑星暦学会
現川秀夫 jp
早川 基 jp
★日本地質学会
木村克巳
安藤寿男 p
★日本惑星科学会
荒川政彦 jp
並木別行

(以上学会五十音〃朗女称略)
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