
2022年度各賞受賞候補者の推薦について

下記により 2022年度佐々木賞，田中亀久人賞，溶接学会業績賞，溶接学会技術貢献賞，妹島賞の各受賞候補者を募集いたしますので，
適格者がございましたら，所定の推薦書（本会HPより入手下さい）によりご推薦下さいますようお願いいたします．

次の事項を記載した推薦書（所定の書式）を学会長宛（溶接学会事務局）に付属資料とともに電子メール
で提出する．
イ．候補者の氏名，職業・勤務先・役職名
ロ．候補者の略歴
ハ．賞を受けようとする業績の詳細（裏付となる資料を添付）
ニ．推薦者の氏名，連絡先
溶接学会業績賞については，賞を受けようとする該当分野とそこでの学術に関する業績の詳細及び該当分
野に関する論文リストを添付する．溶接学会技術貢献賞については，賞を受けようとする業績の詳細を添
付する．

多年にわたり溶接技
術の開 発 ，又は応
用・普及に関し，その
業績顕著なもの及び
溶接技術について
後進の教育指導，育
成の業績顕著な者．

ガス炎を利用した溶
接・切断・工作等及
び溶接技術全般に
関し，研究・技術開
発についてその業績
顕著な者．

溶接の学術に関す
る各部門において優
秀な業績を挙げた
者．

溶接技術の開発，又
は応用普及に中核
的な役割を果たし，
その業績顕著なもの
及び溶接技術につ
いて若手技術者へ
の教育・指導･育成
の業績顕著な者．

溶接プロセス（ハード
及びソフト）に関する
技術開発並びにそ
の応用に尽力し，長
年に亘って生産・製
造において多大な貢
献のあった者（個人
又は団体）

佐々木賞と同様，開
発並びに技術普及・
教育等の活動を含
めて複数の業績が
あり，年令は45才以
下であることを原則
とします．
業績については詳
細に述べ，十分な裏
付資料を添付するよ
うにして下さい．
※受賞時には，本会
会員であることが必
要です．

故 妹島五彦君によ
る寄贈基金で運用さ
れており，妹島君が
活躍された溶接プロ
セス分野の業績をお
考え下さい．

佐々木賞が多年に
わたる業績（功労）を
対 象とするのに対
し，本賞はある時期
に示された優れた業
績を対象とします．
特許資料，公刊誌へ
の発表・紹介など，
業績を裏付けるため
の十分な資料を添
付して下さい．

第1部門：
溶接・接合，熱加工
プロセス及び機器
第2部門：
制御，システムの工
学・技術及び組立実
装技術
第3部門：
材料及び溶接・接合
性
第4部門：
材料・製品の強度・
破壊と設計
第5部門：
施工・管理及び品質
保証・品質管理
第6部門：
新領域・境界技術

多年にわたる業績を
お考え下さい．年令
に制限はありません
が，溶接に通算15年
以上関与したことを
原則とします．
また，その業績には
公的なる活動が含ま
れていることが望まし
い．
業績については詳
細に述べ，十分な裏
付資料を添付するよ
うにして下さい．

項 目 佐々木賞 田中亀久人賞 溶接学会技術貢献賞溶接学会業績賞 妹島賞

候補者資格 本会正員

本会会員

本会会員に限らない

推薦者資格

推 薦 手 続

推薦書提出期限 2022年12月31日

授賞年月日 2023年4月25日を予定（第91回通常総会）

そ の 他

授 賞 対 象

■ 2022年度各賞受賞候補者の推薦について
■ 2023年度会員会費の口座引落日のお知らせ及び会費自動振替制度ご利用のお願い
■ 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
■ 2023年度春季全国大会「研究発表」講演募集
■ 2023年度春季全国大会オーガナイズドセッションの募集
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2023年度会員会費の口座引落日のお知らせ及び会費自動振替制度ご利用のお願い

　本会では事務の省力化のため，金融機関預金口座振替システム
を利用した「会費自動振替制度」を実施しておりますのでご利用
をお願いいたします．会員会費の納入方法を口座引落しされてい
る方の 2023年度会費の口座引落日及び会費は次のとおりです．
ご準備くださいますようお願いいたします．
口座引落日：2022年 12月 23日（金）
　　2023年度正員会費　　　　　13,000円
　　2023年度学生員会費　　　　 6,000円
　　2023年度賛助員会費　　　　42,000円×口数
　なお，会費の未納分がある方は，2023年度会費とあわせて引
き落とさせていただきます．

　引き落としがされますと通帳に「MFS（ヨウセツカイヒ）」（個
人会員の会費の略）と記入されます（お取引金融機関により若干
異なる場合もあります）．
　領収書は原則として発行いたしませんが，発行を希望される方
は，引落としを確認後領収書を発行いたしますので，事務局まで
お申し出ください．
　口座引落としについての問い合わせ先：
　　一般社団法人溶接学会　会員係
　　TEL　03（5825）4073

　引落口座の変更等は 10月末日までにご連絡下さい．

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．
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2023年度春季全国大会「研究発表」講演募集

　2023年度春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．

　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．

◇－－－－－－－－－－－◇

開催期日：2023年 4月 25日（火）～ 27日（木）
開催場所：学術総合センター 2 階 一橋大学 一橋講堂
講演申込期間　　　： 2022年  11月 22日（火）14：00～ 

12月 13日（火）14：00

原稿（PDF）提出期間： 2022年 11月 22日（火）14：00～ 

2023年 2 月 14日（火）14：00

－講演申込募集－

1. 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．

 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．

2. 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．

　　　　　　　　《講演申込から原稿提出までの流れ》

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）

3. 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．

4. 発表時間：講演 10分，討論 5分
5. 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．

6. 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，2MB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．
④ 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
ンビニ決済になります．

　なお，ご入金後の返金はいたしません．

2022年11月22日
～12月13日

会員マイページに
ログイン

2022年11月22日
～ 2023年 2 月14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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2023年度春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：2023年 4月 25日（火）～ 27日（木）
　　開催場所： 学術総合センター 2 階 一橋大学 一橋講堂 

（東京都千代田区一ツ橋 2丁目 1番 2号）

－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 8月 29日（月）～ 10月 24日（月）
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「2023年度春季
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

11月 9日（水）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「2023年度春季全国大会『研究発表』講演募集」

をご覧下さい（2023年度春季全国大会講演募集の締め切
りは 12月 13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，12月 7日（水）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，「2023年度春季全国大会
『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 12月 7日（水）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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