
WEB掲載の溶接学会論文集40巻（2022年度）の印刷物の購入について

　溶接学会論文集は，2007年１月より印刷物での発刊に代わっ
てホームページ上にてWEB版として発刊されております．
　印刷物にて一年分を纏めたものを購入される会員各位は，会
員特価にて下記により，2022年 11月末日までにお申込み下さ
いますようお願いいたします．
　なお，Welding Lettersの論文は含みません．

溶接学会論文集 40巻（2022年度）
　価　　格：溶接学会会員特価 8,250円／年１冊（税込）
　送　　料：550円（税込）
　発行時期：2023年 1月下旬頃
　送 付 先：学会誌発送登録先

上記以外でご購入を希望される方は，日本印刷出版株式会社（TEL 06‒6441‒0075 FAX 06‒6443‒5815）へ直接ご注文下さい．
定価　15,900円／冊　税込・送料別
会員以外の方の申込締切：2023年 3月 31日

【申込先】
　申込時に「会員番号」「お名前（会員名）」「冊数」「ご連絡先」を
ご明記の上，FAXにてお申込み下さい．折り返し，請求書をお送
りいたします．

　一般社団法人溶接学会　事務局　会員係　宛
　F　A　X：03‒5825‒4331

　申込締切：2022年 11月 30日
　入金締切：2022年 12月 31日

　尚，入金締切日までにご納入がない場合ご注文はキャンセルと
させていただきます．

一般社団法人溶接学会第90回通常総会並びに2022年度春季全国大会開催通知

　第 90回通常総会並びに 2022年度春季全国大会を下記の通り
開催いたします．

【第 90回通常総会】
日　時：2022年 4月 13日（水）10：00～ 11：40（予定）
開催方式：MS Teamsによるオンライン開催
議　題：2021年度事業報告，2021年度決算報告の承認

【2022年度春季全国大会】
日　時：
　2022年 4月 13日(水）：
　　午後：特別講演・シンポジウム

　2022年 4月 14日(木）：
　　午前：フォーラム，午後：若手の会イブニングフォーラム
　2022年 4月 13日（水）～ 20日（水）：一般講演
開催方式：
　 特別講演・シンポジウム，フォーラム，若手の会イブニング 

フォーラム：MS Teamsによるオンライン開催
　一般講演：オンライン開催（オンデマンド形式）
全国大会参加費：（概要ダウンロード権を含む）
　正員・賛助員 10,000円（不課税）
　学生員：5,000円（不課税）
　非会員（学生以外）：20,000円（税込）
　非会員（学生）：5,000円（オンライン特別割引）（税込）

■ 一般社団法人溶接学会第 90回通常総会並びに 2022年度春季全国大会開催通知
■ WEB掲載の溶接学会論文集 40巻（2022年度）の印刷物の購入について
■ 2022年度春季全国大会講演概要の頒布について
■ 2022年度春季全国大会  参加登録開始のお知らせ
■ 2022年度秋季全国大会講演申込  受付方法について
■ 2022年度秋季全国大会「研究発表」講演募集
■ 2022年度秋季全国大会ポスター発表募集
■ 2022年度秋季全国大会オーガナイズドセッションの募集
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2022年度春季全国大会講演概要の頒布について

　2015年度春季全国大会より講演概要はデジタル化され，配布方
法はホームページからのダウンロードのみとなり，従来のような
大会前，大会当日の販売は廃止いたしました．
　ただし，印刷版の全国大会講演概要は大会終了後，希望者へ別売
にて提供させて頂きます．
　購入を希望される方は下記要領にてお申し込みくださいますよ
うお願いいたします．

2022年度春季全国大会講演概要
　価　　格：12,000円（税・送料込）
　発送時期：2022年 6月下旬頃

【申込方法】
　「書籍名」「ご連絡先」「お名前」「冊数」をご明記の上，FAXにて
お申し込みください．折り返し，請求書をお送りいたします．

一般社団法人溶接学会　全国大会運営委員会　宛
F　A　X：03-5825-4331

申込締切：2022年 5月 9日(月）
入金締切：2022年 5月 31日(火）
なお，入金締切日までにご納入がない場合ご注文はキャンセルと
させていただきます．

2022年度春季全国大会  参加登録開始のお知らせ

○参加登録および参加費支払期日： 
2022年 3月 9日（水）14：00～ 4月 20日（水）17：00

○概要ダウンロード可能な期間：2022年度春季全国大会終了 
2ヶ月後まで

　新型コロナ感染症拡大の状況により，対面開催からオンライン
開催に変更となりました．

　下記の点にご留意の上，お申込み下さいますようよろしくお願
い申し上げます．

《留意点》
○「会員マイページ」を経由して，参加登録をしてください．
 会員マイページログイン時に「会員番号」「パスワード」が
必要です．事前にご確認の上，お手元にあらかじめご用意く
ださい．会員番号は溶接学会誌送付状宛名欄に記載されてい
る 7桁の数字です．

 ［個人会員の方のログインURL］
 　 「会員マイページ」　https://member.jweld.jp/mypage/

 ［「賛助員」会社にご所属の方，非会員の方］
 　 参加登録画面 

　 https://member.jweld.jp/annual_meeting/mypage/entry.
php?k=2022spring_yKbFy7Y6VyhMcxF

○お申込み後に大会参加費をお支払いください．
 お支払方法は，クレジットカード，コンビニ決済のみとなります．
 大会参加費を期日までにお支払いいただきますと，概要ダウン
ロード用の案内等をe-mailでお知らせします．

 なお，参加費お支払い後の取消，返金は出来ませんのでご了
承ください．

○請求書・領収書はログインページにてご入手いただけます．
※講演者（口頭発表者）の方々は既にご登録いただいているた
め，再度の参加登録は不要です
※紙書籍の全国大会講演概要は発行しません
　デジタル化に伴い，紙書籍の講演概要は発行いたしません．
　大会終了後，希望者へ別売にて印刷版講演概要を販売予定で
す．ご希望される方は，会告「2022年度春季全国大会講演
概要の頒布について」をご覧下さい．

〈2022年度春季全国大会〉
開催日：
　2022年 4月 13日（水）：
　　午後：特別講演・シンポジウム
　2022年 4月 14日（木）：
　　午前：フォーラム，午後：若手の会イブニングフォーラム
　2022年 4月 13日（水）～ 20日（水）：一般講演
開催方式：
　 特別講演・シンポジウム，フォーラム，若手の会イブニングフォー
ラム：MS Teamsによるオンライン開催
　一般講演：オンライン開催（オンデマンド形式）
参加費：
　正員・賛助員 10,000円（不課税）
　学生員：5,000円（不課税）
　非会員（学生以外）：20,000円（税込）
　非会員（学生）：5,000円（オンライン特別割引）（税込）
　（参加費に講演概要のダウンロード権が含まれています）
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2022年度秋季全国大会講演申込  受付方法について

　2022年度秋季全国大会での講演を申込される方は，下記の点
にご留意の上，お申込み下さいますようよろしくお願い申し上げ
ます．

2022年度秋季全国大会
○開催期日　　　　　：2022年 9月 8日（木）～ 9月 10日（土）
○開催場所　　　　　：くにびきメッセ（島根県松江市）
○講演申込期間　　　： 2022年 4月 26日（火）14：00 

　　　～ 5月 24日（火）14：00

○原稿（PDF）提出期間： 2022年 4月 26日（火）14：00 

　　　～ 7月 5 日（火）14：00

※ 新型コロナ感染症拡大の状況によっては開催日程，開催場所，
開催形態の変更の可能性もあります．
　 最新の情報はホームページでご確認ください．

　　　　　　　　《講演申込から原稿提出までの流れ》

《主なご留意点》
・ 「会員マイページ」を経由して講演を申込みください．
　講演申込みは講演者ご本人がエントリーしてください．代理者
によるお申込みや講演者の変更は出来ません．
　　※講演者が非会員の場合　 

　　　　→ 会員手続き完了後にエントリーしてください．
　　※年会費の未納がある場合 

　　　　→  「会員マイページ」で年会費のお支払い手続きを済ませ
てからエントリーしてください．

・ 講演登録料（8,000円）＋参加費（正員 10,000円 ,学生員 5,000円）
を期日までにお支払いください．
　 期日までにお支払いを完了していただくことで講演概要原稿の
提出が出来ます．
　 なお，支払い期日が過ぎた場合はエントリーをお断りする場合
がございます．

・ 講演登録料，参加費のお支払い方法は，クレジットカード・コン
ビニ決済のみになります．
　なお，ご入金後の返金はいたしません．

4月26日
～5月24日

会員マイページに
ログイン

4月26日
～7月5日

口頭講演者＝個人会員
（正員・学生員）

講演申込み
（講演者ご本人）

　 お支払手続
・講演登録料
・全国大会参加費

講演概要
原稿提出

非会員 入会申込手続
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2022年度秋季全国大会「研究発表」講演募集

　2022年度秋季全国大会を下記のとおり開催いたしますので，
この大会で「研究発表」講演をご希望の方は申込要領に従ってお
申込ください．
　申込及び原稿提出は，インターネット利用のみとなります．
　研究発表に関する募集要項，講演分類，原稿執筆要領（和文，
英文），講演プログラム校正等講演及び大会に関する情報につい
ては，本誌会告及び本会ホームページに掲載いたしますので，ご
確認下さい．
　また，原稿締切から概要発行までぎりぎりの時間しかありませ
んので，期限切れ及び不備な原稿は不本意ながら講演をお断りす
ることになりますのであらかじめご了承ください．

◇－－－－－－－－－－－◇

開催期日：2022年 9月 8日（木）～ 10日（土）
開催場所：くにびきメッセ（島根県松江市）

－講演申込募集－

1. 申込期間：2022年 4月 26日（火）14：00

 　　　　　　　 ～ 5月 24日（火）14：00

2. 講演資格：講演者は正員（学生員も認める）でなければなり
ません．共著者はその限りではありません．

3. 申込方法：学会ホームページへアクセスして「会員マイペー
ジ」を経由して講演申込みをしてください．また，下記講演
登録料，大会参加費をご納入ください．なお，年会費の未納
がある場合は，「会員マイページ」で年会費のお支払い手続
きを済ませてからエントリーしてください．

 ◎ 講演登録料：1件について 8,000円をご納入ください．登
録料は講演申込が取り消されても返却いたしませんので
ご了承ください．

会 員 区 分 講演登録料 大会参加費

個人会員
正 員

8,000 円（税込）
　10,000 円（不課税）

（円）

学生員 　 5,000 円（不課税）
賛 助 員 発表不可 　10,000 円（不課税）

非 会 員
学生以外
学 生

発表不可
20,000 円（税　込）

　10,000 円（税　込）

（講演概要の閲覧・取得を含む）

4. 原稿（PDF）提出期間：
 2022年 4月 26日（火）14：00～ 7月 5日（火）14：00

5. 講演概要原稿：本会「全国大会講演概要原稿執筆要領」に従
って作成してください．

6. 発表時間：講演 10分，討論 5分
7. 講演申込の確認：申込を受付けますとただちに受付番号を送
信いたします．

8. 講演申込の取り消しについて
 講演申込締切り後ただちにプログラム編成を行います．プロ
グラム編成後の取り消しは他の講演申込者に多大の迷惑を
及ぼしますのでくれぐれも慎んで下さい．

（注意事項）
① 講演概要のデジタル化に伴い全ての一般講演は，大会 1ヶ月前
にWEB公開されます．また，大会終了の 2ヶ月後に J-Stageで
公開されます．講演概要への非掲載や J-Stageでの非公開を 

希望する講演はいっさい受付いたしません．
② 上記申込受付及び原稿提出期間を過ぎますと受付システムの
利用は不可能となります．時間に余裕を持ってご利用くださ
い．なお，詳細な情報は学会HPにて確認してください．
③ 原稿のファイル形式は，PDF形式のみ受付ます．PDFのファ
イルサイズの上限は，3MBです．
　 PDF原稿を作成する際は，PDFをプリントアウトする等，文字，
写真等の品質をあらかじめ確認して下さい．
　 また，原稿提出期間後の原稿差し換えはいっさい受付いたしま
せんので，提出前にあらかじめ確認してください．
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2022年度秋季全国大会ポスター発表募集

　当学会では，多くの研究者の方々に講演大会でのディスカッ
ションの機会を提供するために，ポスターセッションを開催し
ます．実施方法は以下の通りです．

開催期日：2022年 9月 9日（金）（全国大会 2日目）（予定）
開催場所：くにびきメッセ（島根県松江市）

― 発表申込募集 ―
1. 申込期間：2022年 4月 26日（火）14：00～ 7月 5日（火）

14：00（一般講演とは申込期間が異なります）
 ただし，会場の制約により，申込数が既定数（60件程度を予

定）に達した場合は期限までに締め切る可能性があります．
2. 発表資格：発表者は会員（正会員，学生員）であること．年
齢制限はありませんが，優秀ポスター発表賞の審査対象は
35歳以下の発表者となります．

3. 申込方法：学会ホームページへアクセスして，画面上からお
申込みください．一般講演と同じ内容で発表される場合は，
講演と同時申込みが可能です．お申し込みに際して，次の項
目が必要となりますので，事前にご準備ください．

 （ア） 連絡者情報（氏名・ふりがな，所属，郵便番号，住所，
電話番号，E-mailアドレス）

 （イ）発表情報（日本語題目，英語題目）

 （ウ） 発表者情報（日本語氏名・ふりがな，英語氏名，所属，
会員番号）

 （エ）要旨（200文字以内）およびキーワード
4. 発表概要原稿：特にご準備いただくことはありませんが，上
記 3のうち，題目，発表者情報（氏名と所属），キーワード，
要旨をポスターセッション概要として全国大会講演概要集
に掲載（WEB公開）いたします．

5. ポスター発表登録料：8,000円（税込）（ただし，同一内容に
て一般講演での発表登録もした方は講演登録料 8,000円の
みのお支払い）

6. 発表申込みの確認：申込みを受け付けますとただちに受付番
号を発行し，送信いたします．ただし，既定数（60件程度
を予定）に達した場合は，ポスター発表のみでお申込の方を
優先して受付いたします．申込期間終了後に発表の可否をあ
らためて通知いたしますのでご了承ください．

7. 発表申込みの取り消しについて：申込み〆切後ただちにプロ
グラム編成と概要集作成を行います．〆切後の取り消しは他
の発表者に多大の迷惑を及ぼしますのでくれぐれも慎んで
ください．発表申込みが取り消されても登録料は返却いた
しませんのでご了承ください .

― 発表方法 ―
1. 発表時間：Plenaryのポスターセッションは 2時間程度で
す．詳細は大会プログラムに記載されます．

2. ポスター形式：ポスターのサイズは受付後に別途ご連絡い
たします．なお，ポスターボードの前には，原則，机は置け
ません．

3. ポスターの展示：大会 2日目のお昼休み終了時までにプログ
ラムに記載されたポスター番号のボードに展示してくださ
い．また，Plenaryポスターセッション終了時にポスターを 

撤去してください．

　― 溶接学会員のみなさん，
学界，業界を問わず奮ってご参加ください ―

●  ポスターセッションは Plenaryで行い，多くの参加者と
ディスカッションが可能

●  35歳以下の研究者を対象とした優秀ポスター発表賞を
溶接学会会長名で表彰

●表彰者を学会誌「溶接学会誌」に紹介
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2022年度秋季全国大会オーガナイズドセッションの募集

　当学会では，全国大会プログラムにオーガナイズドセッション
を設けています．オーガナイズドセッションは，オーガナイザー
がテーマを定め，そのテーマに関連する一連の研究発表で構成さ
れます．
　オーガナイザーは，今話題のホットな溶接・接合研究を始め，
溶接学会の枠を飛び越えて，溶接・接合の周辺技術や溶接・接合
の未来を切り拓く新しい研究分野，研究プロジェクトの紹介など
自由な発想に基づいてテーマ設定が可能です．なお，オーガナイ
ズドセッション内での講演も，他の一般講演と同様に，１件あた
り 15分（発表：10分，討論：5分）となります．
　下記のとおり，オーガナイザーとセッションテーマを募集いた
しますので，奮ってご応募下さい．

　　開催期日：2022年 9月 8日（木）～ 10日（土）
　　開催場所：くにびきメッセ（島根県松江市）

－オーガナイザーとセッションテーマの募集－

1. 応募期間：2022年 3月 4日（金）～ 4月 22日（金）
2. 応募資格：オーガナイザーは溶接学会員（会員）でなけれ
ばなりません．セッション内の講演者はその限りではあり
ませんが，できるだけ溶接学会員以外（非会員）の講演者
を含め，多様な専門知識を有する研究者・技術者の交流の
場となるように配慮下さい．

3. 応募方法：オーガナイザーは応募期間内に下記情報を電子
メールにて事務局へ送信下さい．件名は「2022年度秋季
全国大会オーガナイズドセッションの提案」として下さい．

  　応募情報： オーガナイザー名，セッションテーマ名，セ
ッションの趣旨（200字程度），予定する講
演件数（総数，ならびに非会員からの予定講
演件数を明記）

  　溶接学会事務局電子メールアドレス：jws-ym@kt.rim.or.jp
4. 採択結果の通知：応募情報に基づいて審議し，採択結果を

4月 28日（木）までにオーガナイザー宛に連絡いたします．
なお，オーガナイズドセッションでの講演も一般講演と同
様の方法にて登録いただきます．オーガナイザーはセッシ
ョンにて講演いただく方に講演登録方法を通知するなどし
て，締切日までに登録を済ませるように配慮下さい．講演
登録方法は「2022年度秋季全国大会『研究発表』講演募集」

をご覧下さい（2022年度秋季全国大会講演募集の締め切
りは 5月 24日（火）となっております）．

5. 登録料：オーガナイズドセッションの提案に対する課金は
ありませんが，講演 1件当たり既定の講演登録料をお支払
い下さい．なお，オーガナイズドセッションに限り，非会
員の講演も認められます．

6. プログラム：オーガナイザーは，オーガナイズドセッショ
ンのプログラムを編成し，5月 10日（火）までに事務局へ
ご報告下さい．なお，オーガナイズドセッションへ登録い
ただいた講演題目は追ってオーガナイザーへ通知します．

－実施方法－

1. テーマ設定：オーガナイザーがテーマを設定し，上記の方
法で応募して下さい．1つのオーガナイズドセッションあ
たり講演件数は 4件以上を目安として下さい．

2. 発表時間：一般講演と同様，1つの講演あたり 15分（発表
10分，討論 5分）です．

3. 講演登録方法：一般講演と同様，「2022年度秋季全国大会
『研究発表』講演募集」に従って期日までに登録し，講演
登録料をお支払い下さい．なお，登録時には研究分野・分
類で「オーガナイズドセッション」を選択下さい．

4. プログラム編成：オーガナイズドセッションのプログラム
編成（講演の順序，座長も含む）はオーガナイザーに一任
します．編成したプログラムは 5月 10日（火）までに事務
局へご報告下さい（厳守）．

5. 大会参加費：原則として，一般講演と同様の大会参加費を
お支払い下さい．なお，非会員かつオーガナイザーからの
依頼講演であれば特別に無料とさせていただきます．オー
ガナイザーからの依頼講演であっても会員は既定の大会参
加費をお支払い下さい．

－お問い合わせ－

溶接学会事務局：松尾（担当）
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 4丁目 20番地
TEL：03-5825-4073  FAX：03-5825-4331
e-mail：jws-ym@kt.rim.or.jp
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