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１．第６１回大会は長崎で 

  長崎大学 亀田和彦 

２．大会個別報告申し込み、要旨作成の手順について 

３．学会賞御推薦のお願い 

４．事務局からのお知らせ 

  １）会員情報の登録と更新のお願い 

  ２）会費納入のお願い 

５．その他 

   

 

１．第６１回大会は長崎で 

 

亀田和彦（長崎大学水産学部） 

 

地域漁業学会第 61 回大会（長崎大会）を長崎

大学水産学部（文教町<ぶんきょうまち>キャンパ

ス）にて 2019（令和元）年 11 月 31 日<土>と 12

月 1 日<日>に開催いたします。例年よりも少し、

遅い時期の開催ですが、多数の会員各位のご参加

をお待ちいたします。 

前回の第 60 回大会で前潟先生（近畿大学）が

作られた開催地一覧、“前潟リスト”によれば、

西日本漁業経済学会の頃を含めて長崎での大会

は過去 4 回あり、今回は 2004（平成 16）年以来

の 5 回めです。 

長崎市では、①若齢層の流出が著しい、②基幹

産業の変容、③“外貨”の取り込みに期待（出張

ビジネスパーソンや観光客による消費に期待す

るためにこうした表現を用いる）、といったとこ

ろに最近の変化を知ることができます。 

 そこで、この③に立ちかえりながら、お願いご

とを書きます。会員各位におかれてはご多用とは

存じますが、今回の長崎大会にご参加ください。

大会中は、上記③に関して、ぜひとも大きく貢献

してください。長崎市内での飲食は懇親会の後に

も忘れず、よろしくお願いいたします。お土産は、

1999（平成 11）年から続く『長崎俵物』（もと平

成長崎俵物）をはじめ長崎県産水産物をお買い求

めください。 

長崎に“外貨”を落としていただきますよう、

お願いいたします。 

 

長崎大会の日程（案）は、下記の通りです。 

 

日時：２０１９（令和元）年１１月３０日（土） 

～１２月１日（日） 

場所：長崎大学水産学部（文教キャンパス） 

〒852-8521 長崎市文教町 1-14 
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スケジュール： 

11 月 30 日（土)  

午前 各種委員会、理事会 

  午後 個別報告、総会、懇親会（水産学部 

校舎以外で開催） 

  詳しいスケジュールは、後日お知らせいた 

します。 

12 月 1 日(日）シンポジウム  

「大学の取り組みから水産系人材育成を考 

える」（仮題） 

 午前９時より午後２時３０分（遅くても午後 

３時までに終了予定） 

 

 ※両日とも休日ですので、水産学部校舎の出入  

り口は平日に利用できる場所と異なります。11 

月 29 日（金）午後から必要な案内を校舎外に

掲示しますので、参考にしてください。 

アクセス：長崎大学サイト中、下記 URL をご参 

照ください。 

http://www.nagasaki-
u.ac.jp/ja/access/bunkyo/index.html 
 

注 1：最寄りの路面電車停留所（電停）は「長

崎大学」です。URL には直近の名称変更が反映

されておらず、旧名称「長崎大学前」と書かれ

ています。 

路面電車の運賃はどの電停から乗っても片道 

130 円です。赤迫方面行きを目印にご乗車くだ 

さい。全国交通系 IC カードは使用不可（独自 

カードあり）。 

注 2：長崎空港発着の空港バスにも文教キャン  

パス正門近くに停まる便があります。所要時間 

を含めて、長崎大学 空港バス 検索 で「住

吉・道の尾 経由便」 をご確認ください。長崎

市中心部まではルートの関係で、「出島連絡道

路経由便」が早く着きます。長崎空港便は「コ

コウォーク茂里町<もりまち>」が発着場所です。

ここの情報を確認されることを望みます。 

注 3 ：大会ご参加に関する交通機関と宿泊先 

は、ご自身で手配してください。 

本部事務局・長崎大会の現地関係者・長崎大学 

および同学関係者は、一切、これらの手配をお 

手伝いしたりお引き受けすることはございま 

せんし、お手伝いを持ちかけたり提案・紹介・ 

仲介したりすることもございません。 

注 4：お車での来場には、本学規定に基づく入 

構料（1 回 300 円）の支払いが必要です。 

a)文教町キャンパス正門守衛室で所定の手 

続きをして、b)入構料を支払い、c)所定の駐 

車場所に停め、d)駐車中は車外から確認しや 

すいように入構許可証をダッシュボードに 

おもて面を上にしておき、e)押印用紙を来場 

者受付にご提出ください。受付で必要事項を 

記入・捺印してお返しします。f)キャンパス 

を車で出る際に入構証と押印済み用紙の両 

方を守衛に返却してください。 

入構料（1 回 300 円）は車で出入りするたび 

に必要です。「出入りするから課金される」 

と覚えていただくと分かりやすいと思いま 

す。 

 

禁煙に関するお願い 

禁煙に関して世間の耳目を集めている長崎

大学でございますので、キャンパス内の禁煙にご

協力ください。校舎内はもちろん、キャンパス内

で喫煙できる場所はございません。 

 

例年の経験則からですが、11～12 月は長崎に

多くの観光客が訪れます。交通機関と宿泊先につ

いては、お早めの手配を望みます。 

     

   以上 

  

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/bunkyo/index.html
http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/bunkyo/index.html
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２．大会個別報告申し込み、要旨作成の手

順について 

(１)報告者、タイトルの提出 

受付開始： 9 月 2 日（月） 

締め切り：10 月 20 日（日） 

以下の内容を事務局大会担当までメールでご連  

絡ください。 

● 報告者、連名報告者の所属と氏名  

● 報告のタイトル  

● PDF またはパワーポイント利用の有無 

＊数日以内に受付確認メールが届きます。 

＊会費未納の方は、申し込む際に必ずお支払い 

ください。 

 

(２)報告要旨の提出 

締め切り：11 月 10 日（日） 

学会 HP から「個別報告要旨（様式）」をダウンロ

ードして作成し、Word 形式のファイルをメール

に添付し事務局大会担当に提出してください。 

●A４版横書き用紙 1 枚以内（1,000 字程度）、

キーワード 3～5 つをつけてください。  

 

(３)個別報告スケジュールの発表 

11 月 15 日ごろを予定 

学会 HP の大会案内にスケジュールを掲載いたし

ます。 

 

申込・提出・お問い合わせ先： 事務局大会担当： 

山尾、天野 

E-mail： chiikioffice.chushikoku◎gmail.com 

（◎を＠に変換して下さい） 

 

注意事項 

●メールをお送りいただいた後、数日たっても

受付確認メールが届かない場合は、行き違いをさ

けるために担当者あてにメールでご連絡くださ

い。 

 

●「個別報告要旨（様式）」の作成は、HP 上の

要旨ファイルをご利用ください。  

  ★ 個別報告要旨（様式） 

  ★ 個別報告要旨（サンプル） 

 

●お送りいただいた原稿は、報告要旨集に収録

して配布・販売するほか、地域漁業学会の HP 等

に掲載・公表される事があります。ご了承くださ

い。 

 

●シンポジウム報告者の方は、11 月 10 日まで

に報告要旨をお送りください。枚数制限はありま

せん。また、コーディネーターより指示がある場

合はそちらにしたがってください。 

 

●会費を滞納している会員は、個別報告に申し

込むことができません。事前に会費を納めていた

だきますようご協力をお願いいたします。 

 

 

３．学会賞御推薦のお願い 

 

「学会賞」、「学会奨励賞（中楯賞）」、「学会功労

賞(柿本賞)」の御推薦をお願いいたします。 

なお、内規では推薦の締切は大会の１週間前と

なっていますが、なるべく 11 月 15 日頃までに

お送りください。候補者の方々の著書・論文をは

じめとする業績等を事務局で整理し、選考委員会

の皆様に閲覧していただく必要があります。 

また、選考委員の皆さんが時間的余裕をもって

候補者の方々の業績にお目通しいただかなけれ

ばなりません。できるだけ早くご推薦いただくよ

う、お願い申し上げます。 

 

 11 月 15 日（金） 頃までにご推薦状をお寄

せください。 
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４．事務局からのお知らせ 

（１）会員情報更新、メール登録をお願いします。 

メール登録をしていただくようお願いいたし

ます。（メールの配信数は多くはいたしません）。

メールアドレスの変更、住所変更は、WEB 上でで

きます。 

http://jrfs.org/nyukai.html 

不明な点がございましたら、ホームページ上の

問い合わせメールでお願いします。事務的なこと

については、共立のご担当者がおこたえいたしま

す。 

（２）会費納入のお願い 

第 60 期会費納入、過年度分についても納入を

お願いいたします。 

請求書は改めて発送いたします。 

 

５．その他 

〇大会報告要旨集の印刷について 

 第 60回大会では大会要旨集を PDFにて提供し、

印刷はいたしませんでした。事務局の作業軽減に

なるとともに、支出も削減することができました。 

また、学会のＨＰ上で公開して、大会に参加で

きない会員にも閲覧してもらえるようになりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇訃報 

西日本漁業経済学会の時代から会員として学

会の発展にご尽力いただきましたお二人がお亡

くなりになられました。謹んでご報告いたします。 

 

古谷和夫様 2019 年 2 月 

 遊子漁業協同組合長、全国かん水養魚協議会長

などを歴任された古谷和夫様がご逝去されまし

た。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 

酒井亮介様 2019 年 3 月 

 大阪市水産物卸協同組合理事、大阪市中央卸売

市場本場市場協会資料室担当などを歴任されま

した酒井亮介様がご逝去されました。謹んでご冥

福をお祈りいたします。 
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