環境資源工学会第 129 回例会
－長州から環境技術維新を目指す－
主 催 ： 環境資源工学会
協 賛 ： （一社）資源・素材学会、（一社）廃棄物資源循環学会 、（公社）化学工学会
［第 1 日］ 平成 24 年 11 月 15 日（木） 講演会
会 場 ： 山口大学大学会館会議室（山口大学吉田キャンパス内）
山口県山口市吉田 1677-1
受付開始 9:00 開会 9:30
1. 開会挨拶 （9:30～9:35） 環境資源工学会 会長 芝田 隼次
2. 講演会
1） 講演 1 （9:35～10:10）
マイクロバブルを用いたパームオイル排水を対象とした油水分離システムの開発
山口大学 ○今井 剛・Tuan Van Le・土井 良介
2） 講演 2 （10:10～10:45）

環境再生をめざして
多機能フィルター（株） ○山本 一夫
山口大学 丸本 卓哉
3） 講演 3 （10:45～11:20）
無機膜による二酸化炭素分離
山口大学 ○熊切 泉・田中 一宏・喜多 英敏
ポスターセッションの概要説明
11：20～12：15 （55 分）
昼食およびポスターセッション 12:15～14:30 （135 分）
4） 講演 4 （14:30～15:05）
セメント資源化のための都市ごみ焼却灰の前処理
山口エコテック（株） ○末永
（株）トクヤマ 野島 春紀・城
宇部興産（株） 横田 守久・窪井
山口県焼却灰技術部 浮田

文男
安市
洋二
正夫

5） 講演 5 （15:05～15:40）
エマルション油水界面を利用した機能性微粒子の開発
山口大学 ○通阪 栄一
大分大学 平田 誠，羽野 忠
6） 講演 6 （15:40～16:15）
二価鉄イオンが地球を救う
無有産研究所 ○杉本 幹生
7） －基礎と応用シリーズ－ （16:15～16:50）
浮遊選別法（１） 泡による微粒子選別法
京都大学 ○日下 英史

２. 閉会挨拶 （16:50～16:55） 環境資源工学会 副会長 小林 幹男
懇親会およびポスターセッション総評 18:00～ 場所：ホテルニュータナカ（湯田温泉）
［第 2 日］ 平成 24 年 11 月 16 日（金） 見学会 定員（25 名） （時刻は目安）
08：20
ホテルニュータナカ 発
08：50
新山口駅 発
10：00 ～ 12：00 中国電力株式会社 新小野田発電所 見学
12：00 ～ 13：30 移動＋昼食
13：30 ～ 15：00 宇部市リサイクルプラザ 見学
15：45 頃
宇部駅到着・解散
16：30 頃
山口宇部空港到着・解散
17:30 頃
JR 新山口駅到着・解散
注）申込み締め切り後に参加者名簿を見学先に提出いたします。その際、見学をお断りする場合がございますの
でご了承下さい。

例会参加費用その他
1）資料
例会の資料などは当日会場にてお渡しします。
2）宿泊
ホテル予約については各自でお申し込み下さい。例会当日は市内で 1,000 人規模の他学会も開
催される予定です。早めの宿泊予約をお願いいたします。ホテルニュータナカ（懇親会会場，湯
田 温 泉 ， TEL 0120-489-456 ） の 近 辺 に も グ リ ー ン リ ッ チ ホ テ ル 山 口 湯 田 温 泉 （ TEL
083-923-6000），スーパーホテル山口湯田温泉（TEL 083-921-9000）などホテル，旅館が複数
あります。また，湯田温泉への山口宇部空港からのアクセスは山口宇部空港のホームページでご
確認下さい。JR ご利用の場合は，新山口駅から湯田温泉駅まではバスまたは JR 山口線をご利
用ください。
3）例会参加費
講演参加料（資料代含む・昼食代 1000 円含む）会員 14,000 円，非会員 16,000 円，見学会費
5,000 円（見学会のみの申し込みは不可），懇親パーティ参加料 7,000 円です。
大学生・大学院生の講演参加料（資料代含む・昼食代は含まれない）2,000 円，見学会費 2,000
円，懇親パーティ参加料 3,000 円です。
なお，10 月 31 日（水）までに参加を取消された場合は，手数料 3,000 円と送金手数料を除いた
額をご返金させて頂きます。それ以降は返金できませんので、ご了承ください。
4）ポスター発表
大学・企業等からの「研究発表」（ポスター90cm×120cm）および企業からの「新技術・新製品紹
介」を募集致しますので，多くの皆様が発表されますようお願い申し上げます。お申込は下記まで，
E-mail または FAX にて，発表種別（「研究発表」または「新技術・新製品紹介」），タイトルと 100
字程度の要旨，発表者（共同研究者含む），連絡先をお知らせください。発表者（共同研究者を
含む）については本会投稿規程に準じます。また、講演会では 11 時 20 分からパワーポイントによ
るポスター発表の概要説明（スライド 3 枚以内、発表時間は 1 件につき 3 分以内）を行います。発
表者は E-mail でパワーポイントファイル（動画ファイルの使用不可）を 11 月 8 日（木）正午までに
ポスター発表担当者にお送りください。講演参加者の研究発表は無料（発表される方は必ず講演
会にお申し込み下さい）。また，企業からの新技術・新製品紹介は，従来通り 1 パネル（90cm×
120cm）あたり 20,000 円（講演参加料を１名分含む）。ポスター発表のタイトルと発表者（および共
同研究者）は，ホームページならびに会誌『環境資源工学』春季号に掲載予定です。
ポスター発表申込締切: 10 月 25 日（木）
ポスター発表申込先:
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー応用科学専攻 日下英史
TEL: 075-753-5055 FAX: 075-753-5428
電子メール: kusaka@energy.kyoto-u.ac.jp
環境資源工学会ホームページ http://www.nacos.com/rpsj/
※電子メールでポスター発表を申し込まれますと 48 時間内に受理のメールをお送りいたします。
メールが届かなかった場合は上記担当者にご連絡ください。
5）払込
例会参加費，懇親パーティ，見学会，新技術・新製品紹介参加費用は参加申込と同時に，下記
①または②の口座にご送金下さい。
① みずほ銀行 京都中央支店 普通 1226763
カンキョウシゲンコウガッカイ

6）参加申込締切
7）注意

8）申込先

9）会場への交通

※

ジムチョウ

ナカニシ

リュウタロウ

環境資源工学会
事務長 中 西
隆太郎
② 郵便振替 01000-4-34219 環境資源工学会
10 月 31 日（水）下記申込先必着。会誌『環境資源工学』に綴込みの，あるいは，ホームペー
ジに掲載の申込用紙にてご連絡下さい。
参加費の入金を確認させて頂いた方には，申込締切約一週間後（11 月 7 日迄を予定），事務局
から「参加登録票」を発送致します。当日この「参加登録票」をお持ちでない方は入場をお断りす
ることがあります。
例会のお申込は，下記までお願いします。ポスター発表申込は 4）をご覧下さい。
〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入
「環境資源工学会事務局」
TEL:075-415-3661 FAX:075-415-3662 E-mail: rpsj@nacos.com
山口大学吉田キャンパス
◆空港利用の場合：山口宇部空港新山口駅行きバス乗り場→宇部市営バス(特急)37 分→JR 新山口駅バス停(終
点)→防長バス平川経由 30 分→山口大学前バス停→徒歩 3 分→吉田キャンパス
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/page.php/index/page/id/616#airport
◆JR 利用の場合：JR 新山口駅(始点)→JR 山口線上り→JR 湯田温泉駅→徒歩 25 分→吉田キャンパスまたは
JR 新山口駅 8 番バス乗り場(在来線側)→防長バス平川経由 30 分→山口大学前バス停→徒歩 3 分→吉田キャン
パス
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/page.php/index/page/id/616#airport
（なお，11 月 15 日講演会終了後，懇親会場へはバスが出ますのでご利用ください）

環境資源工学会第 129 回例会の最新情報（講演会プログラム，見学会，ポスター発表を含む）につきましては，
当学会のインターネット・ホームページ （http://www.nacos.com/rpsj/） に掲載予定です。

