日本ウエルネス学会 第 15 回大会のご案内
平成 30 年 6 月 4 日

「Inaka Wellness」をテーマとして、第 15 回大会を以下の通り開催いたします。
Inaka にいやしを求め、美杉リゾートでの学会にいらしてください。

1． 日程 平成 30 年 9 月 15 日（土）～9 月 16 日（日）
9 月 15 日（土）
10：00
11：30
12：30

14：00

開会

14：20
15：30
16：30

一般研究発表（口頭①）
一般研究発表（ポスター）閲覧時間 兼 ブレイクタイム
基調講演 「いなか暮らしとウエルネス：美杉町を舞台に」
演者：林業家 三浦 妃己郎
懇親会を兼ねた夕食会

18：30
9 月 16 日（日）
7：00
7：30
9：45
10：30

12：0 0
13：00
14：00

15：00
2． 会場

常任理事会
理事会
大会受付

朝食(9：00 までにお済ませください)
ウォーキング（自由参加） 60 分予定
一般研究発表（口頭②）
シンポジウム 「ウエルネスとソーシャルイノベーション」
司会： 中川 雄貴 （株式会社美杉リゾート代表取締役／同志社大学大学院総合政策科学研究科ソーシャル・
イノベーションコース博士後期課程）
演者： 今里 滋 （同志社大学政策学部教授／同志社大学ソーシャル・ウェルネス研究センター長）
太田 憲明 (三重県伊勢農林水産事務所所長／一般社団法人未来の大人応援プロジェクト理事)
三田 果菜 (Happy Beauty Project 代表／株式会社美杉リゾート取締役)
木村 寿志 (ヒストリーパーク塚原オートキャンプ場管理人／木こり／わな猟師)
昼食
総会
一般研究発表（口頭③）

閉会

火の谷温泉 美杉リゾート

〒515-3421 三重県津市美杉町八知 5990

シャトルバス【要予約】 予約連絡先：059-272-1155 当日は 9:20 より毎時 20 分発（12 時台を除く）
近鉄榊原温泉口駅より無料シャトルバスをご用意しております。所要時間：25 分

火の谷ビール

直紀（長澤まさみ）の家

火の谷温泉大浴場

映画「WOOD JOB！」ロケ地
3． 大会参加申込方法
同封の「日本ウエルネス学会第 15 回大会参加申込書」に必要事項を記入の上、大会事務局までメール もしくは FAX に
て送信して下さい。研究発表演題申込をされた方も大会参加申込をお願いいたします。

参加申込期限 平成 30 年 7 月 26 日（木）
4． 大会参加費
正会員：7,000 円 学生正会員：5,000 円 非会員：8,000 円 非会員学生：5,500 円

振込先 三菱 UFJ 銀行
【店名】日進支店 【店番】745 【預金種目】普通預金
【口座番号】 0206864 ニホンウエルネスガッカイ フクトミユウジ
＊一旦振り込まれた参加費等は返金できませんのでご了承ください。
5． 一般研究発表演題申込
（１）

申込資格
発表者及び共同研究者は日本ウエルネス学会の正会員・学生会員の方に限ります。会員以外の方は発表当日までに入会手続き
をお願いします。また、過年度及び本年度の学会年会費に未納がある方は、演題申込をすることが出来ませんのでご注意下さい。

（２）

発表形式
＜口頭発表＞発表時間：1 演題 15 分（発表 12 分／質疑応答 3 分、発表演題数によって変更の可能性があります。）PC（パワーポ
イント）のみの発表。PC 持込、およびデータのみの持参、いずれでも可能です。
＜ポスター発表＞ポスター掲示のスペースは、W110cm×H150cm となります。このスペース内に収まるようにポスター作成して下さ
い。ポスターの掲示は、9/15、12：30 からの受付後、指定された場所に掲示してください。また、ポスターの撤収は 9/16 の 12：30 ま
でにお願いいたします。

（３）

演題登録と抄録原稿提出締切日
演題登録と抄録原稿の提出の締切日は同日とします。5（５）抄録原稿の作成方法に従って、E-mail 添付にて 5（４）提出先までご提
出下さい。なお、メール送信の際には、メール本文に発表方法についてご記載下さい。（“口頭発表”もしくは“ポスター発表”のいず
れか）
演題登録および抄録原稿提出締切：平成 30 年 7 月 25 日（水）23：59 まで
＊E-mail 送信の際には、CC でご自身にも送信しておいて下さい。
＊参加登録申込および参加費振込締切日までに参加登録申込および参加費の振込がない場合、発表取り消しとさせていただきま
すので、ご注意ください。

（４）

提出先
抄録原稿は、以下の E-mail アドレスに送信して下さい。締切後、1 週間以内に受付の返信を致します。返信がない場合には再度受
診の有無に関してメールでお問い合わせください。 maruyama-y@tokaigakuen-u.ac.jp

（５）

抄録原稿の作成方法
①
②

（６）

提出された原稿がそのまま発表抄録の印刷版下となりますので以下の書式に従って作成して下さい。
Microsoft Word 形式にて作成してください。
上下左右の余白は 20mm とし、必ず A4 サイズ 1 ページに収まるように、以下に従って作成して下さい。尚、図表を掲載することは
できませんのでご注意ください。
・1 行目から 2 行目：演題名（ゴシック体、文字サイズ 14～18pt、センタリング、サブタイトルは 2 行目に）
・3 行目から必要な行数分：氏名（所属）（ゴシック体、文字サイズ 12pt 左詰、発表者には◎印を付ける）
・改行：キーワード 3～5 程度（明朝体、文字サイズ 10～10.5pt、センタリング）
・改行：本文 1000 字程度（明朝体、文字サイズ 10～10.5pt）
その他
演題申込とは別に、平成 30 年 7 月 26 日（木）までに大会参加申込をして下さい。

（７）

採否審査
発表カテゴリーについての審査も含み、採否審査を行います。採否の連絡は、申込締切日から 2 週間以内です。

6． 宿泊／大会会場である、火の谷温泉 美杉リゾート での宿泊をご用意しています。（別紙、施設案内同封）
13,000 円/お一人

9/15 宿泊と食事込み【15 日懇親会費、16 日朝食・昼食（軽食）費込み】 ＊相部屋をご了承ください。

7． 大会事務局（日本ウエルネス学会第 15 回大会事務局）
〒470-0207 愛知県みよし市福谷町西ノ洞 21 番地 233 東海学園大学みよしキャンパス 丸山研究室
E-mail maruyama-y@tokaigakuen-u.ac.jp
8． 重要な期日
（１）
研究発表される予定の方
ア） 研究発表演題申込締切日：平成 30 年 7 月 25 日（水） 23：59
イ） 大会参加申込および大会参加費振込み締切日：平成 30 年 7 月 26 日（木）
（２）
大会参加のみおよび抄録集購入予定のみの方
イ）大会参加申込および大会参加費振込み締切日：平成 30 年 7 月 26 日（木）

