
一般社団法人 溶接学会 第90回 定時総会の議事報告について

　本会は，2022年 4月 13日（水）10：00から定時総会をオンラ
インで開催し，2021年度事業報告・決算報告，2022・2023年

度理事及び監事を全会一致で承認し，特別員の推薦，各種表彰を
行いました．詳細はホームページに掲載いたします．

2022年度秋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年度秋季全国大会講演概要
　価　　格：12,000円（税・送料込）
　発送時期：2022年 11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 9 月 30日（金）
　入金締切：2022年 10月 31日（月）

　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．

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 定時総会の議事報告について
■ 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年度秋季全国大会講演概要の頒布について
■ 2022年度秋季全国大会  事前参加（聴講）登録開始のお知らせ
■ 一般社団法人日本溶接協会 2023年度次世代を担う研究者助成事業 研究テーマ募集案内
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2022年度秋季全国大会  事前参加（聴講）登録開始のお知らせ

　講演概要の配布方法はホームページからのダウンロードのみ
で，従前の印刷物としての配布はありません．
　全国大会会場でのインターネット接続サービス・講演概要印刷
サービスはいたしませんので，事前に参加（聴講）登録をお済ま
せの上，会場にお越しになる前にデジタル講演概要をダウンロー
ドして携行するパソコン等に保存されるか印刷したものをご持
参くださいますようお願い申し上げます．

○事前参加（聴講）登録および参加費支払期日： 
2022年 8月 9日（火）14：00～大会終了まで
※大会受付の混雑緩和のため，なるべく事前参加登録および参
加費のお支払いをお済ませの上，ご来場ください．

○概要ダウンロード可能な期間：2022年度秋季全国大会終了 2

ヶ月後まで

　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，事前参加（聴講）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］
 　 事前参加（聴講）登録画面 

　 https://member.jweld.jp/annual_meeting/mypage/entry.
php?k=2022autumn_3UvYKusamvRVyBG

○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）の参加登録は不要です
　別途講演者にお知らせする案内をご参照の上，会場にお越し
になる前にデジタル講演概要をダウンロードして携行して
ください．
※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．
また，全国大会会場での印刷サービスはございませんので，
紙面への印刷は予めご自身でご用意ください．
　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年度秋季全国大会講演
概要の頒布について」をご覧下さい．
※会場でのインターネット接続サービスはありません
　会場でインターネット接続をご希望の方は，モバイル通信が可
能な携帯端末などをご自身でご用意ください．会場にお越しに
なる前にデジタル講演概要をダウンロードし，携行するパソコ
ン，タブレット端末，スマホなどに保存されることを推奨します．
※講演概要の閲覧のみのサービスは提供しておりません
　講演概要のダウンロードサイトでの事前閲覧および全国大
会当日の閲覧は，全国大会の参加登録を行った方々のみ可能
となります．すべての講演概要は大会終了 2ヶ月後以降
J-Stageで一般公開されますので，全国大会に参加しない方々
は J-Stageを利用して講演概要を閲覧ください．

〈2022年度秋季全国大会〉
開催日：2022年 9月 8日（木）～ 10日（土）
場　所： くにびきメッセ（島根県松江市）
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）：10,000円（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）

大会終了～（２ヶ月間可能）

大会終了～（２ヶ月間可能）
※当日参加も可能ですが，大会受付

コーナーの混雑を避けるため，
なるべく来場前の事前参加登録 ・
参加費決済にご協力ください．
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一般社団法人日本溶接協会 2023年度次世代を担う研究者助成事業 研究テーマ募集案内

　日本溶接協会では，我が国の社会基盤を支える溶接・接合技術
の今後の更なる発展と活性化を図るため，次世代を担う研究者の
活動を助成・支援する事業を実施することになりました．研究者
各位におかれましては，研究の一助とされるべく奮ってご応募下
さいますようご案内申し上げます．

1.　主　　旨
　溶接・接合技術の発展と活性化を図るため，次世代を担う研
究者の研究活動を支援することを目的とする．

2.　助成対象
　溶接・接合技術およびその周辺技術の研究．（1年間で一定
の成果が得られる見込みのあるもの）
　ただし，国および他の機関から助成を受けた研究，および企
業との共同研究は除外します．

3.　応募資格
　日本国内の大学，工業高等専門校等の研究教育機関に所属
し，日本国内で研究に従事する 2023年 4月 1日現在で 45歳
以下の研究者（国籍は不問）．

4.　助成期間
　1年とします（2023年 4月 1日～ 2024年 3月 31日）．

5.　助成金額，助成時期
　1件当たりの助成金は 100万円とし，当該年度初期に 1年分
を一括助成します．

6.　採択件数
　採択件数は 10件程度とします．

7.　応募締切
　2022年 9月 30日（金）（当日消印有効）

8.　応募方法
　郵送にて，日本溶接協会所定の申請書により応募し，正本 1

部，副本 9部の計 10部を提出して下さい．（9月 30日消印有効・
持参不可）提出された書類は返却いたしませんので，その旨ご
留意下さい．

9.　選　　考
　選考委員会で審議のうえ，日本溶接協会理事会で決定します．

10. 通　　知
　採否は 12月下旬に応募者へ通知されるとともに，採択案件
については受給者名，テーマ名を日本溶接協会ホームページで
公開します．

11. 助成金交付
　原則として本助成金は奨学寄付金として，研究者が所属する
機関に経理を委託します．

12. 受給者の義務
(1)助成期間終了後，成果報告書を 3ヶ月以内に提出すること．
(2)助成研究の成果は，日本溶接協会会誌で概要発表すること．
(3)研究成果の発表の際には，本助成金を受けた旨を明記する
こと．

13. 提出先・問合せ先
一般社団法人日本溶接協会　総務部　助成担当宛
〒 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20　溶接会館 9階
Tel.03-5823-6322（総務部ダイヤルイン）　Fax.03-5823-5244

詳細は日本溶接協会ホームページをご覧ください．
　https://www.jwes.or.jp/

※ 申請書等によって提供された個人情報は，本事業に関する業
務以外には使用いたしません．
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