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一般社団法人溶接学会会員種別及び入退会等規程第 9条別表

年会費を下表のとおり改定することになりました．
（平成 26年 4月 23日通常総会にて議決）

※年会費改定の実施は，平成 27年度年会費納付分からとします．

【改定理由】

消費税の課税率が，平成 26年 4月から５％→８％に引き上

げられ，平成 27年 10月からは８％→10％に引き上げられる見

通しです．それに伴う経常費用の増加ならびに収支の悪化に対

応するため，正員および賛助員の年会費を改定致したいと思い

ます．今後とも学会活動の活性化，若手研究者・技術者の育成

強化，会員サービスの向上に努めて参りますので，ご理解とご

協力をお願い申し上げます．

■一般社団法人溶接学会　年会費改定について
■WEB掲載の溶接学会論文集 33巻（平成 27年度）の印刷物の購入について
■溶接学会全国大会講演概要のデジタル化のお知らせ
■平成 27年度春季全国大会講演概要の頒布について
■平成 27年度秋季全国大会ポスター発表募集

一般社団法人溶接学会　年会費改定について

WEB掲載の溶接学会論文集33巻（平成27年度）の印刷物の購入について

溶接学会論文集は，平成 19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，平成 27 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，Special issue of Visual-JW2014 の論文は含みません．

溶接学会論文集 33巻（平成 27年度）

価 格：溶接学会会員特価 7,500円／年１冊（外税）

送 料：500円（外税）

発行時期：平成 28年 1月下旬頃

送 付 先：学会誌発送登録先

【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：平成 27年 11月 30日

入金締切：平成 27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．

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　15,500円／冊　税込・送料別

会員以外の方の申込締切：平成 28 年 3 月 31 日
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50 会　　　告

１．全国大会講演概要はデジタル化されます
平成 27年度春季全国大会より全国大会講演概要がデジタル化

されます．全国大会運営委員会では，学会員の皆さんにとって魅
力のある全国大会を目指し，議論を重ねて参りました．その第一
弾は，平成 25年度秋季大会より開始しました「ポスターセッショ
ン」です．また，続く第二弾は，平成 26年度春季大会より開始し
ました「優秀な口頭発表に対するエクスプレス投稿の特典贈呈」
です．そして，今回，第三弾として，講演概要のデジタル化を実
施いたします．
タブレット端末やスマホなどモバイルツールが普及する今日，

何時でも何処でも気軽に講演概要の内容をチェックしていただ
けるとともに，図表がカラーとなりますので，より一層，内容の
理解も容易に深まるものと思います．加えて，印刷・製本する時
間を節約できますので，講概概要の原稿提出の締切日を従来より
も遅く設定できる予定です．これは，最新で速報性の高いステー
ト・オブ・ジ・アートな内容を盛り込む上で，講演者にとって朗
報です．
全国大会運営委員会では，「いいね！全国大会」をスローガンに，
新たに第四弾，第五弾の魅力あるサービスを考えて参りたいと思
います．デジタル化に伴い講演概要の取り扱い，講演概要の配布
方法，全国大会参加登録方法が変わりますので，以下にご案内申
し上げます．

２．デジタル講演概要の配布方法
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ます．

従前の冊子など印刷物としての配布は廃止いたします．ダウンロ
ードができる期間は，全国大会開催の 1ヶ月前から J-Stage公開
日迄です．
●会員，賛助会員 後述の全国大会参加登録を完了いただいた際
に，デジタル講演概要のダウンロードサイトのホームページア
ドレスとパスワードを E-mailでお知らせします．

●非会員 後述の全国大会参加登録を完了いただいた際に，抄録
集のダウンロードサイトのホームページアドレスとパスワー
ドを E-mailで送付します．講演概要のダウンロードサイトのホ
ームページアドレスとパスワードは，全国大会会場での受付の
際にお知らせします．

３．参加登録期間
平成 27年 3月 20日（金）14：00～全国大会当日

４．参加登録
http://www.jweld.jp/
登録の際に「会員番号」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．

５．参加登録方法
参加登録は事前に上記ホームページで行ってください．概要集
のデジタル化に伴い，参加費に講演概要の閲覧・取得も含まれる

ようになります．従前のように，参加費と講演概要購入費が別々
になっておりませんので，ご注意ください．平成 27年度春季全国
大会からの新しい参加費は，正員・賛助員 10,000円，学生員
5,000円，非会員（一般）20,000円，非会員（学生）10,000円で
す．従前の参加費と講演概要購入費の合計金額よりも割安になっ
てお得になりました（非会員を除く）．
参加費の支払い方法につきましては，従前どおりです．全国大

会開催中の受付で現金のみの支払いとなります．また，参加登録
後の取消しは認めません．参加登録後，諸事情にて大会会場に来
場できない場合には，代理の方に参加費の支払いをしていただく
か，後日，学会へ直接お支払いいただくことになります．なお，
講演者は，講演登録と同時に自動的に参加登録を行った扱いとな
りますので，別途，参加登録は不要です．講演概要が公開された
際にデジタル講演概要のダウンロードサイトのホームページア
ドレスとパスワードを E-mailでお知らせします．
以下にデジタル化に伴う参加登録，講演概要ダウンロード，J-

Stage公開までの時間的な流れを図示しました．

＜＜＜　ご注意ください！！　＞＞＞＞
●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，下記会告「平成 27年度春季全国大会講
演概要の頒布について」をご参照ください）

●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．

*J-Stage：独立行政法人科学技術振興機構（JST）が運営する総合学
術電子ジャーナルサイト

溶接学会全国大会講演概要のデジタル化のお知らせ
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平成 27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す．
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
にて提供させて頂く予定です．
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．

平成 27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： 平成 27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：平成 27年 4月 30日（木）
入金締切：平成 27年 5月 29日（金）
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．

平成27年度春季全国大会講演概要の頒布について

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：平成 27 年 9 月 3 日（木）（全国大会 2 日目）
開催場所：北海道科学大学（札幌市手稲区）

― 発表申込募集 ―
1. 申込期間：平成 27年 4月 27日（月）12:00～7月 8日（水）

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（50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（全角 140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（50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

平成27年度秋季全国大会ポスター発表募集
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