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徳島の渚へ
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第 15 回 漂着物学会 徳島大会
１．日時
平成 27 年（2015 年）10 月 17 日（土）−18 日（日）
２．場所
徳島県海陽町阿波海南文化村および宍喰長浜海岸
３．基調講演
「ウミガメと漂着物」亀崎

直樹氏（岡山理科大学生物地球学部

教授）

４．スケジュール
10 月 16 日（金）
13:00 「どんぶらこ号」徳島空港発
13:30 徳島駅（ポッポ街入口）発
18:00 ホテルリビエラししくい着（泊）
10 月 17 日（土）
9:00 受付開始，展示準備
10:00 開会
11:00 総会
12:00 総会終了，昼食
13:00 基調講演
14:00 研究発表
16:00 漂着物鑑定会
17:00 大会終了
19:00 交流会（ホテルリビエラししくい）
10 月 18 日（日）
8:30 「どんぶらこ号」ホテルリビエラししくい発
8:45 宍喰長浜海岸着，BC スタート
10:15 BC 終了，記念写真
10:30 「どんぶらこ号」海岸発
10:45 ホテルリビエラししくい着
11:00 海陽町阿波海南文化村着
14:00 徳島駅着
14:30 徳島空港着

後援：徳島県
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漂着物学会事務局
〒 770-8070
徳島県徳島市八万町向寺山
文化の森総合公園 徳島県立博物館内
TEL. 088-668-3636
Fax 088-668-7197
E-mail：info@drift-japan.net
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第 15 回漂着物学会徳島大会 参加募集
3.2

１．大会参加について

ポスターセッション

●発表内容：漂着物に関する研究・活動結果の報告

●参加費：2,000 円（展示物閲覧，鑑定会のみ参加の場
合は無料）

●発表方法：研究成果を模造紙に書いたり，パソコンで紙

に出力したりして展示する発表形式。 発表者と来場者が直

●場所：徳島県海陽町阿波海南文化村および宍喰長浜海岸

接対話することができ，情報交換もできます。

●交通：

●ポスター仕様：縦 120cm，横 120㎝，の掲示板を準備

・
「どんぶらこ号」
：無料／徳島空港（徳島駅経由）⇔ホ

します。 掲示及び撤収は発表者の責任において行ってくだ

テルリビエラししくい間に往復貸切バス「どんぶらこ号」

さい。

（無料）を運行します。往路は，途中，
「田井の浜」でプレ

●発表件数：先着 10 件

BC，復路は，徳島駅経由徳島空港行（14:30 着予定）です。

●発表条件：発表者は漂着物学会の会員に限ります。発表

◆往路乗車集合場所・時間◆

内容は会報「どんぶらこ 52 号」にて紹介しますので，大

徳島空港到着ロビー（12 時 55 分）

会終了後，データ（ポスターまたはポスター内容をまとめ

JR 徳島駅ポッポ街入口（13 時 20 分）

たのもの）を事務局まで提出して下さい。

・JR：徳島駅から JR 牟岐線（約 2 時間）
，大会会場へは阿

波海南駅下車徒歩 13 分（１km）
，ホテルリビエラししへ
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は宍喰駅下車徒歩 10 分（0.8km）

一升漂着物展

●発表内容：漂着物に関する研究・活動結果の展示

・高速バス：大阪（南海難波発，ハービス大阪，高速舞子

●発表方法：これまで集めた漂着物や漂着物を使った作品

経由）から徳島バス（室戸・生見・阿南～大阪線，約５時

などを直接展示する発表形式。作品の事前送付も可能です。

間），大会会場へは浅川または海部バス停下車徒歩 2.6km，

●展示仕様：縦 40㎝，横 60㎝の机を準備します。机に紙

「ホテルリビエラししくい」へは宍喰バス停下車すぐ。

や布を敷いたり，箱や額を使用して展示することもできま

http://www.tokubus.co.jp/?page_id=6959

す。展示物の破損・紛失には各自ご注意ください。事務局

・自家用車：神戸淡路鳴門自動車道・高松自動車道／鳴門

は一切の責任を負いません。

IC から国道 55 号経由で 2 時間（84km）
。阿波海南文化村

●発表件数：先着 15 件

には駐車場あり。

●発表条件：展示者は漂着物学会の会員に限ります。

●昼食：大会会場周辺の食堂・コンビニエンスストア等を
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ご利用ください。

販売コーナー

●販売内容：漂着物に関する作品や商品・書籍の販売

●宿泊・交流会：宿泊場所は，交流会会場である「ホテル

●販売方法：出品は漂着物学会の会員に限ります。 販売は

リビエラししくい」を団体で予約しています。同ホテル以

事務局で行いますので，出品者はゆっくりと大会に参加す

外での宿泊を希望される方は各自で予約をお願いします。

ることができます。なお，売上げの１割を販売委託料とし

「ホテルリビエラししくい」

て漂着物学会がいただきます。ご了承ください。ポップや

徳島県海部郡海陽町宍喰浦字松原 226-1

ケースなどの販売用具は各自ご準備ください。

TEL 0884-76-3300

※個人での対面販売，一升漂着物展などでの販売，非会員

宿泊費： 13,000 円（1 泊温泉・朝食付き，相部屋）

による会場内での販売は一切お断りします。

交流会費：5,000 円

●出品条件：出品者は，漂着物学会の会員で当日参加者に

●ビーチコーミング（BC）
：海岸には駐車場がありません。

限ります。販売時間は 16 時までです。16 時には在庫品確

BC 参加者は必ずホテルリビエラししくい発の「どんぶら

認にお立ち会いください。

こ号」にご乗車ください。
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２．参加・宿泊・どんぶらこ号の申し込みについて

お宝鑑定会

●鑑定内容：みなさんが日頃集めた謎の漂着物を各分野の

巻末の申し込み用紙，
または漂着物学会ウエッブサイト「徳

専門家（会員）が解説します。

島大会」の参加申込みフォームから，大会申込とあわせて

●鑑定依頼方法：鑑定依頼品は，大会当日，漂着物学会大

お申し込み下さい。

会事務局で受け付けます。一升展示コーナーで展示後，そ

締切り：2015 年 9 月 24 日（木）

の中から数点を選び，お宝鑑定会でご紹介します。

●鑑定条件：出品者は，漂着物学会の会員，非会員を問い

３．各種発表について
3.1
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ません。

口頭発表

４．発表等申込方法

●発表内容：漂着物に関する研究・活動結果の報告

各種発表希望者は，漂着物学会 website「お問い合せ

●発表方法：口頭による発表。発表時間 1 件 15 分，質疑
応答 5 分。Microsoft パワーポイントをインストールした

フォーム」または Fax の題名に「発表希望」と記し，メッ

●発表件数：先着５件

ン・一升漂着物展・販売コーナー）
・タイトル（販売コーナー

セージ本文に「発表の種類（口頭発表・ポスターセッショ

パソコン，プロジェクターを準備します。

●発表条件：発表者は漂着物学会の会員に限ります。 発表

出品希望の場合は品名）
・発表者名」を記入の上，事務局
まで送信送付して下さい。なお発表者が複数の場合は，代

が決まりましたら，要旨（600 字以内，図表なし）をワー

表発表者に○印を付けて下さい。

ドファイル or テキストファイルで提出していただきます。
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【大里八幡神社秋祭り】は，勇壮な 7 台の関船やダンジリ

●徳島大会発表等申込み・問合せ先
〒 770-8070
園

が砂煙あげて松林を駆け抜け，鉦や太鼓の音に心浮き立つ

徳島県徳島市八万町向寺山文化の森総合公

徳島県立博物館内

漂着物学会事務局

TEL. 088-668-3636, Fax 088-668-7197

茨木

阿波地方伝統の秋祭りです。どうぞご覧下さい。

靖

※大里八幡神社周辺には駐車場がありません。見学希望の

方は，海陽町阿波海南文化村発の専用送迎バス（予約不要）

e-mail：info@drift-japan.net

締切り：2015 年 9 月 30 日（水）

をご利用ください。なお「どんぶらこ号」は BC 後，海陽
町阿波海南文化村に停車します。

●徳島県立博物館移動展・海陽町立博物館企画展「漂着物

◆大会展示物等送付先◆

必ず指定日，指定時間に到着するようにして下さい。
配達日の指定：10 月 16 日（金）午前中

送付先：徳島県海陽町阿波海南文化村気付

展」
：

大会期間中，大会会場の隣の建物で徳島県立博物館館移動

展・海陽町立博物館企画展「漂着物展」が開催されます。

漂着物学会

この展示では，徳島県で活動されています「海の観察会」

〒 775-0202 徳島県海部郡海陽町四方原杉谷７３

の皆さんが集めたお宝漂着物が展示されます。お時間のあ

0884-73-3100

る時にご覧下さい。

５．イベントのご紹介

期間：2015 年 10 月 3 日から 18 日

●大里八幡神社秋祭り：18 日の BC 後，地元の海陽町大里

場所：海陽町立博物館

集落で【大里八幡神社秋祭り】が開催されます。

開館時間：午前 9 時から午後 5 時まで

第 15 回 漂着物学会
（株）JTB 中国四国

徳島大会

＜参加・宿泊・どんぶらこ号申込書＞

徳島支店

行

必要事項を記入の上，e-mail・FAX・郵便で JTB までお送りください。

申込締切り 2015 年 9 月 24 日（木）17：00

担当：荒井・郡 〒 770-0843 徳島市両国本町 1-29 3F
TEL : 088-623-7708
ふりがな

●氏名
●〒

□会員

／

□非会員

□男

／

□女

ご住所

●電話

● e-mail

日 程
項 目
10/16 どんぶらこ号（往路）
宿泊（朝食付き）
夕食
10/17 総会（会員のみ）
基調講演・研究発表会
交流会
宿泊（朝食付き）
10/18 BC
どんぶらこ号（復路）

費

用
利用する項目を選び，□を塗りつぶしてください。
無料 □空港乗車 □徳島駅乗車
13,000 円 □
5,000 円 □
無料 □
2,000 円 □
5,000 円 □
13,000 円 □
無料 □
無料 □徳島駅下車 □空港下車

FAX：088-623-3998 ／
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