No.15 July, 2018

関東森林学会ニュースレター
関東森林学会事務局
第８回関東森林学会大会の開催にあたって
埼玉県寄居林業事務所長 佐野且哉
関東森林学会の会員の皆様におかれましては、それぞれの地域における林業の活性化と森
林環境の保全・再生のための調査研究に、日々精励されていることと存じます。
この度、皆様の研究成果の発表の場であります第 8 回関東森林学会大会を、事務局の東京
農工大学・森林総合研究所と共に、埼玉県で開催させていただくことになりました。日程は
平成 30 年 10 月 22 日（月）
、会場は埼玉県のほぼ中央に位置する東松山市の「東松山市民文
化センター」です。東武東上線の快速急行で池袋駅から 45 分、東松山駅からほぼ 1.3km で、
丘陵・田園の風景を望みながら歩いてでもご来場いただけます。
埼玉県は、森林面積こそ約 12 万 ha と少ないものの、武蔵野の雑木林の愛称で親しまれて
いる平地林から 2000m 級の山と深い渓谷が連なる秩父山地に広がる苔むした原生林まで、多
様な森林が残されております。また、江戸の西に位置した県西部の地域は、川を利用して江
戸へ木材を供給していたことから西川林業地と呼ばれ、現在も人工林率の特に高い地域とな
っています。また、近年は県民や企業・団体による森林整備活動も盛んで、その数は優に 230
団体を超えており、県内各地で多様な県民参加の森づくり活動が展開されています。
本大会が、会員皆様の優れた研究成果の発表の場となり、活発な議論を通じて連携・協力
が進み、幅広い分野で知識・技術の向上に寄与する機会となることを願っています。このた
め、より多くの皆様に御参加いただけるよう、前回大会に引続き参加費を無料とさせていた
だきました。
多数の会員の皆様の御参加を心よりお持ち申し上げております。

第８回関東森林学会大会のご案内
開催日 2018 年 10 月 22 日（月）
会 場 東松山市民文化センター
〒355-0024 東松山市六軒町 5-2 （電話 0493-24-2011）
東武東上線東松山駅東口 バス約 10 分 徒歩約 16 分 距離約 1.3km
駐車場（無料 約 200 台）
日 程

9：00～
9：00～9：30
9：30～17：00
12：20～13：00

大会受付
幹事会
研究発表
総会
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13：00～14：00

17：30～19：00

公開講演
「森林から丘陵、平坦地へ拡大する野生動物被害」
古谷益朗（埼玉県農業技術研究センター担当部長）
懇親会（１階 第２多目的室）

●大会参加申し込み
申込締切
申込方法

8 月 24 日（金）17 時

期限厳守

原則として、下記 WEB ページから大会申し込みページにログインして
申し込みしてください。
会員用パスワード：********** (web ニュースレターではパスワードを
非表示としています。)
http://www.kantoforest.jp/（または「関東森林学会」で検索してください）
（やむを得ない場合、FAX 又は郵送可、期日厳守をお願いいたします。大会
参加のみ当日参加も受け付けますが、事前の申し込みをお願いいたします）
郵送・FAX 〒369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居 1587-1
埼玉県寄居林業事務所内 第 8 回関東森林学会大会事務局
TEL : 048 - 581 - 0123
FAX : 048 - 581 - 0792
参加費等 大会参加費 今回は無料です。
（発表者は別途、入会手続きが必要です。）
懇親会参加費
4,000 円（当日、受付でお支払いください。）
大会当日の昼食について
・大会会場内には食堂はありません。
・大会会場で昼休み（12 時～13 時を予定）に飲食は可能です。
・周辺（徒歩 5 分程度）にコンビニエンスストア、食堂（数軒）があります。
・お弁当（500 円）の注文を承ります。参加申し込み時にお知らせください。
・お弁当の代金は当日受付時にお支払いください。

●大会参加及び研究発表申し込みおよび講演要旨の提出方法
大会参加及び研究発表を希望する方は下記の要領で申し込みのうえ講演要旨を提出してく
ださい。発表をするためには事前に大会の参加申し込みが必要です。また、研究発表者は本
学会会員に限りますので、非学会員の発表希望者は、入会手続きをおとりください（本ニュ
ースレター末尾に記載）
。研究発表は、原則として１人１件です。
発表機材はプロジェクター（PowerPoint 2010 以降版使用）のみを準備し、OHP は用意しませ
ん。ご了承ください。
研究発表申し込み方法：原則として以下の HP へログインし WEB 上でお申込下さい。
やむを得ない場合、FAX 又は郵送も可（期日必着）です。
（事務軽減のため web 申し込みをお願いいたします）
申し込み期限：8 月 24 日（金）17 時 期限厳守
申し込み先 ： http://www.kantoforest.jp/
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会員用パスワード：前ページ大会参加申し込みパスワードと同じです
FAX または郵送時の研究発表申込（以下の内容が全てわかるように記入してください。）
WEB 申込みの際も以下の内容をご準備の上、お申し込み願います。
参加者名 *
ひらがな *
連絡者（参加申し込み者）Email アドレス *
所属機関 *
会員種別 * 正会員 学生会員 非会員 （参加項目にチェック）
研究発表会参加 研究発表を行う 懇親会参加
発表演題：
（研究発表を行う方は記載）
発表者氏名(連名者を含む、所属は略称を用いてください。)
希望する発表部門（発表者は必須）
発表部門 第 1 希望、第 2 希望
部門 【林政 風致 経営 造林 育種 生理 生態 立地 防災 利用 動物 樹病 林産 特産 】
研究発表を行う方：講演要旨を 500 文字以内で作成してください。
！！ WEB 申し込みについてのご注意
・昨年度より WEB を利用しての申し込みをお願いしています。参加者個人で申し込みをお願いしま
す。複数人の一括登録には対応していませんので、お手数をかけますがご協力をお願いします。
・WEB 申し込みには、有効な Email アドレスが必要です。Email アドレスがない場合は、お手数です
が上記記載のようにファクシミリか郵送での申し込みをお願いします。一つの Email アドレスにつ
き、一件の登録ができます。
・申込期間中、登録内容の変更・更新は、大会発表の（する／しない）を含めて何度でもできます。ま
ずはお早めにご登録をお願いします。
・申込情報の更新は、登録された Email アドレスと、Email アドレス先に送付した個別パスワードが必
要です。パスワードを忘れた場合でも登録 Email 先にパスワードを送信することができます。
・WEB 申し込みのページは、上記の関東森林学会ホームページ URL からリンクがあります。リンク先
に申し込みパスワードを記入するボックスがありますので、こちらのニュースレターに記載している
パスワードを入力してください。
・そのほか WEB 申し込みページにも説明を記載していますので、ご一読のほどよろしくお願いしま
す。
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●「関東森林研究」第 70 巻への投稿論文原稿の募集について
関東森林研究は原則として大会において発表された論文を対象に編集します（編集委員会
運営規則第３条）
。第７回関東森林学会大会で研究発表される方は、発表内容を論文または速
報として投稿することができます。
投稿を希望される方は、下記により、投稿原稿等の必要書類を編集委員会に提出してくだ
さい。投稿原稿の提出は郵送で 11 月 6 日（火）必着とします。なお、大会会場での原稿受付
は行いませんのでご注意ください。
（１）原稿の投稿
提出物：①記入済みの投稿連絡票１部
②論文原稿：原本１部、コピー２部
または
速報原稿：原本１部、コピー１部
③英文原稿の場合、英文校閲済の証明書
提出先：〒308-8687 茨城県つくば市松の里 1
（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所
関東森林学会 編集委員会
TEL：029-829-8210 FAX：029-874-3720
なお、投稿に関するお問い合わせは、下記宛てメールでお願いします。
E-mail： kantoedit@ffpri.affrc.go.jp
（２）原稿作成上の注意
原稿作成に際しては、関東森林学会ホームページ（http://www.kantoforest.jp/）の投稿規定お
よび執筆要領にしたがい、提出前に投稿チェック表で確実に確認した上で提出して下さい。
①投稿規程（2014 年６月６日改定）
②執筆要領（2014 年６月６日改定）
③投稿連絡票（第 70 巻用）
④投稿チェック表
審査は「関東森林研究」投稿原稿審査要領にしたがって行います。投稿規定、執筆要領を満
たしていない原稿は受け付けませんのでご注意ください。
また、上記ホームページ上に掲載している、提出原稿フォーマット電子ファイルを必ず使
用してください。ご協力のほどよろしくお願いします。
（３）原稿審査
投稿規定、執筆要領を満たしていることが確認された原稿について投稿を受付け、担当の
審査員を決定して審査を開始します。審査の結果、修正を要すると判断された場合は、著者
に修正稿の提出を求めます。提出期限までに修正稿が提出されない場合は、投稿を取り下げ
たものとみなします。
なお、第 70 巻は 2019 年 3 月末に第 1 号、7 月末に第 2 号を印刷発行する予定です。
2019 年 2 月 8 日までに受理された原稿を第 1 号に、それ以降の受理原稿は第 2 号に掲載する
見込みです。
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▲▽▲▽▲ 重要なご連絡（再掲） ▲▽▲▽▲
関東森林学会では、前身の「日本林学会関東支部大会発表論文集」、
「日本森林学会
関東支部大会発表論文集」を含め、「関東森林研究」の WEB 公開の準備を進めており
ます。学会への学会誌著作権帰属先が規定に定められていない、2011 年 4 月以前の掲
載原稿につきまして、WEB 公開を望まれない論文、速報がありましたら、2018 年 8 月
1 日までに学会総務へご連絡いただけますよう、お願いしております。
今一度ご確認いただけますよう、よろしくお願いします。

以上の件につきまして、ご意見、ご連絡がありましたら、下記の学会総務ま
でいただけますよう、お願いします。
総務担当 白木克繁 shirakik@cc.tuat.ac.jp
郵便番号 183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8
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東京農工大学農学部

事務局だより
●関東森林学会第７期第１回幹事会
日時：2017 年 6 月 9 日（金）15：00～17：00
場所：東京農工大学農学部本館第 2 会議室
１． 第７期役員改選について
以下のように改選された。

幹事機関

幹事名
林 宇一

宇都宮大学
筑波大学
下村彰男
東京大学
佐藤孝吉
東京農業大学
白木克繁
東京農工大学
新潟大学
瀧澤英紀
日本大学
玉川大学
井坂達樹
茨城県林業技術センター
高橋安則
栃木県林業センター
國友幸夫
群馬県林業試験場
森田 厚
埼玉県寄居林業事務所森林研究室
宇川 裕一
千葉県農林総合研究センター森林研究所
新井一司
東京都農林総合研究センター
齋藤央嗣
神奈川県自然環境保全センター
武田 宏
新潟県森林研究所
長池卓男
山梨県森林総合研究所
宮本麻子
森林総合研究所
加藤一隆
森林総合研究所林木育種センター
林野庁
富樫善弥
関東森林管理局
学会長（継続）：土屋俊幸（東京農工大学）
学会副会長・表彰担当理事（継続）：坪山良夫（森林総合研究所）
学会事務局
総務担当理事（継続）：白木克繁（東京農工大学）
会計担当理事（継続）：松本 武（東京農工大学）
行事担当理事：森田 厚（埼玉県寄居林業事務所森林研究室）
編集担当理事：堀 靖人（森林総合研究所）
監査：林 宇一（宇都宮大学）
HP 運営（継続）：白木克繁（東京農工大学）
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２．第７期運営費決算報告（経過確認）
決算状況が報告され、本幹事会で決定した監査役員と監査を行うこととした。
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３．第７回関東森林学会大会決算報告
報告が承認された。
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４．第８」回関東森林学会大会開催計画
行事担当理事（埼玉県森田）から以下の開催計画（案）が提案説明され、承認された。

第 8 回 関東森林学会大会の開催計画書（案）
日時：平成 30 年 10 月 22 日（月） 9:00～19:00
会場：東松山市民文化センター
〒355-0024 東松山市六軒町 5-2 （電話 0493-24-2011）
東武東上線東松山駅東口 バス約 10 分 徒歩約 20 分
時間割：
大会受付
支部役員会
研究発表
総会
記念講演
懇親会
部屋割：
発表会

９：００～
９：００～ ９：３０
９：３０～１７：００（うち１２：００～１４：００は総会）
１２：００～１３：００
１３：００～１４：００
１７：３０～１９：００
必要数
７会場

支部役員会 １会場
支部役員、大会事務局
休憩室
１会場
総会
１会場
記念講演
１会場
懇親会
１会場
記念講演会（公開講演会）

部屋名（定員）
第１会議室(67 名)
展示室 A(67 名)
展示室 B(67 名)
第２会議室(23 名)
第３会議室(23 名)
第４会議室(18 名)
第５会議室(18 名)
第２多目的室(67 名)

利用時間
9:00～17:00
同上
同上
同上
同上
同上
同上
9:00～ 9:30

第２多目的室(67 名)
大会議室(138 名)
大会議室(138 名)
第２多目的室(67 名)

9:30～15:00
12:00～13:00
13:00～14:00
17:30～19:00

：調整中（地元から里山管理に関する講演の要望）

学会発表：９部門（林政、防災、利用、保護、経営、立地、造林、育種、動物、特用林産）
※各部門の発表件数に応じて、時間割・部屋割りを行う。
参加費：大会参加費 無料

懇親会 4,000 円
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５．第９回（２０１９年）関東森林学会大会開催県について
下記暫定ローテーション通りに栃木県であることが確認された。
年

期

支部長(会長）

会計

総務

行事

2007 59 森林総研
森林総研
森林総研
千葉県
2008 60 同上
同上
同上
神奈川県
2009 61 東京農業大学 東京農業大学
東京農業大学 埼玉県
2010 62 同上
同上
同上
栃木県
2011
1 宇都宮大学
宇都宮大学
宇都宮大学
群馬県
2012
2 同上
同上
同上
新潟県
2013
3 日本大学
日本大学
日本大学
東京都
2014
4 同上
同上
同上
山梨県
2015
5 東京大学
東京大学
東京大学
茨城県
2016
6 同上
同上
同上
千葉県
2017
7 東京農工大学 東京農工大学
東京農工大学 神奈川県
2018
8 同上
同上
同上
埼玉県
2019
9 森林総研
森林総研
森林総研
栃木県
2020 10 同上
同上
同上
群馬県
注：筑波大学、新潟大学をローテーションから一時はずしてあります。
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編集
森林総研
林木育種センター
日本大学
宇都宮大学
東京農業大学
同上
東京大学
同上
東京農工大学
同上
森林総研
同上
東京農業大学
同上

６．第８期事業及び運営予算案について
以下の計画および予算が了承された。
（ア） 第８期事業計画
（１）第８回関東森林学会の開催
１）行事担当：埼玉県
２）編集担当：森林総合研究所
３）日時：2018年10 月22日（月）
４）場所：東松山市民文化センター （東松山市）
（２）関東森林研究70巻の編集・69 巻の発行
１）編集委員会：森林総合研究所
（３）関東森林学会ニュース
１）第15号、2018 年7 月初旬 第８回大会案内，第5期幹事会報告
２）第16号、2018 年9 月末 第８回大会案内プログラム
（４）関東森林学会幹事会
１）第１回2018 年6 月8 日 東京農工大学（東京都府中市）
２）第２回2018 年10 月22 日 東松山市民文化センター （東松山市）
（５） 大会事務局会議（随時メールにて開催予定）
１）総務・会計・行事・編集担当
（６）第９回大会の準備
１）次期行事担当：栃木県幹事（予定）
２）編集担当：東京農業大学（予定）
（７） 公開特別講演の開催
１）日時：2018 年10 月22日（月）13：00～14：00
２）場所：東松山市民文化センター （東松山市）
３）公開特別講演： 「森林から丘陵、平坦地へ拡大する野生動物被害」
古 谷 益 朗さ ま （埼 玉 県農 業 技 術研 究 セン タ ー担 当 部 長）
（８）会員の表彰
関東森林学会賞および関東森林学会学生優秀論文賞の授与
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（イ） 第８期学会運営予算案

12

●会費額の確認と納入のお願い
関東森林学会の年会費は正会員 4,000 円，学生会員無料です（関東森林学会会則第
3 条）。幹事機関に所属する会員の会費は幹事がまとめて，幹事機関に所属しない会員
は直接，事務局宛（下記のみずほ銀行普通預金口座）に納入してください。
前述しましたように，学会大会での研究発表者は，本学会会員に限ります。会員で
ない方は，大会発表申込に合わせて事務局会計担当の松本（tmatsu@cc.tuat.ac.jp)に入
会手続きをお願いいたします。

振込口座 みずほ銀行 府中支店（店番号 128）
普通預金口座 1664731
口座名義：関東森林学会（カントウシンリンガッカイ）
（連絡先）
関東森林学会
松本

会計担当理事

武（東京農工大学大学院）

〒183-8509

東京都府中市幸町 3-5-8

E-mail：tmatsu@cc.tuat.ac.jp
Tel：042-367-5752
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Attention
●201８年度「関東森林学会賞」の候補者推薦のお願い
関東森林学会では会則第 2 条，第 14 条及び表彰委員会運営規則に基づき，優れた研究業績
を挙げた会員に対し「関東森林学会賞」を授与することになっています。受賞の対象となる
業績は「日本林学会関東支部論文集」，「日本森林学会関東支部論文集」，「関東森林研究」に
掲載された論文です。会員の皆様には関東森林学会賞の候補者の推薦をお願いしたいと存じ
ます。ご推薦いただいた候補者の中から原則として 1 件を表彰委員会で選考し，10 月の関東
森林学会大会において表彰する予定です。なお，候補者の推薦は原則として他薦とします。
賞の概要については関東森林研究「関東森林学会表彰委員会運営規則」をご覧下さい。
また，関東森林学会では同運営規則に基づき「関東森林学会学生優秀論文賞」を授与いた
します。本賞は会員からの推薦は受けませんが，大会において発表され学会誌に掲載された
学生会員の論文の中から，優秀なもの原則として 3 件を表彰委員会で選考し表彰いたします。
このため，関東森林学会大会における学生会員の積極的な発表をお願いする次第です。
関東森林学会賞の応募方法
下記の内容を記載した推薦書を表彰委員会委員長宛にお送り下さい。
推薦書の記載事項
①学会賞候補者名及び所属機関, ②学会賞対象論文（関東森林研究の号数とページ数，論文名）
③推薦理由（100 字程度）、④推薦者名及び所属機関
推薦期限：2018 年 8 月 31 日（金）（当日必着）
推薦書送付方法：メール，あるいは郵送
推薦書送付先：〒305-8687 つくば市松の里 1 森林総合研究所
関東森林学会表彰委員会委員長 坪山良夫
E-mail： tsubo@ffpri.affrc.go.jp, TEL：029-829-8111
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関東森林学会第８期事務局
学会長：土屋俊幸（東京農工大学）
学会副会長・表彰担当理事：坪山良夫（森林総合研究所）
総務担当理事：白木克繁（東京農工大学）
会計担当理事：松本 武（東京農工大学）
行事担当理事：森田 厚（埼玉県寄居林業事務所森林研究室）
編集担当理事：堀 靖人（森林総合研究所）
連絡先 〒183-8509
東京都府中市幸町 3-5-8
東京農工大学農学部 地域生態システム学科 白木克繁
TEL：042-367-5750 E-mail：shirakik@cc.tuat.ac.jp
振込口座 みずほ銀行 府中支店（店番号 128）
普通預金口座 1664731
口座名義：関東森林学会（カントウシンリンガッカイ）
入退会の連絡は、会計担当の松本（tmatsu@cc.tuat.ac.jp）にお願いします。
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