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1． 第 11 回大会 のお知らせ

内海成治 国際ボランティア学会 会長

新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて、第１１回大会のご連絡が大変遅くなり、会員の皆さまにはご迷惑をおかけいたしま
して、誠に申し訳ございませんでした。
本年度は、阿部健一理事に大会実行委員長をお引き受け頂き、京都市にあります総合
地球環境学研究所で２０１０年３月６日、７日に開催することとなりました。
年度末のご多忙のことと思いますが、会員の皆さま及び国際ボランティアにご関心のある
方々のご参加をお待ち申し上げております。

本大会テーマ：

「地球環境とボランティア
〜グローバルな視点とローカルな視点から環境問題を考える〜」
（１）開催要領について
【日時】2009 年 3 月 6 日（土）および 7 日（日）
【会場】総合地球環境学研究所
〒603-8054 京都府京都市北区上賀茂本山 457-4
【大会長】秋道 智彌（総合地球環境学研究所 副所長・教授）
【大会実行委員長】阿部 健一（総合地球環境学研究所 教授）
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TEL：075-707-2419

【大会スケジュール】（変更が生じる場合があります）
2010 年 3 月 6 日（土）(予定)
9:30〜
受付開始
10:00〜12:00
自由研究発表（申込みについては別項参照）
12:00〜13:30
昼食休憩（理事会・編集委員会）
※ 会場周辺に昼食をとれる場所はございません。予めご持参いただくか、事務局
でお弁当を発注しますので希望者は申込時にお知らせ下さい。

13:30〜13:35
13:35〜14:30

隅谷三喜男賞発表
対談講演
「ローカルからグローバルへ：
地球環境を守るための私たちの役割とは（予定）」
村井 吉敬 氏（早稲田大学 教授）
嘉田 由紀子 氏（滋賀県 知事）（予定）

14:45～16:45
公開シンポジウム「地球環境とボランティア（予定）」
【ファシリテーター】
総合地球環境研究所教授 阿部 健一氏
【パネリスト】（予定）
NICCO
折居 徳正氏
BCT ジャパン 森井 真理子氏 等
16:50〜17:30
17:45〜19:00

総会
懇親会

2009 年 3 月 7 日（日）（予定）
9:30〜
受付開始
10:00〜12:00
自由研究発表およびラウンドテーブル
（申込みについては別項参照）

【参加費】
・大会参加費（含む「発表要旨録集」代）：
正会員：4,000 円（事前申し込み 3,000 円）／学生会員：3,000 円
臨時会員：4,000 円（学生：3,000 円）
懇親会費：正会員・学生会員とも 5,000 円（予定）
※６日の昼食にお弁当をご希望の方は別途実費をいただきます。

・

１日目の公開シンポジウムは学会員以外にも公開いたします（無料）。

【参加申込手続き】
別紙の「参加・発表申込書」に必要な事項を記入の上、大会事務局まで郵送、FAX、電
子メールのいずれかで必ずご返送下さい（2010 年 2 月 1 日（月）必着）。
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(2)大会会場への交通について
総合地球環境学研究所への交通については以下のとおりです。周辺の環境等とあわせ
て、ウェブサイト等もご参照ください。
総合地球環境学研究所への交通については
http://www.chikyu.ac.jp/rihn/access/index.html
① JR 京都駅から（所要時間約 40 分）
京都市営地下鉄「国際会館駅」3 番又は 4-1 番出口より国際会館駅前バス乗り場「2」
から京都バス 40 系統（京都産業大学前ゆき）、又は 50 系統（市原ゆき） に乗車
（所要 6 分）し、「地球研前」下車。
② 京阪沿線から
出町柳駅で叡山電鉄鞍馬線に乗換え、「二軒茶屋」下車。徒歩 10 分。

(3)宿泊等について
■地球研の別棟「地球研ハウス」に宿泊していただけます。ご希望の方は事務局まで
宿泊希望日・人数を併せてご連絡下さい。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
（満室の場合は市内ビジネスホテルをご利用下さい。）
○ １人部屋（10 室） 2100 円／泊
○ ２人部屋（6 室） 3000 円／泊
○ ３人部屋（3 室） 3500 円／泊
■市内ビジネスホテルをご利用の方は、お手数ですがご自身でのお手配をよろしくお
願いします。また３月は京都市内の混雑が予想されますので早めのご予約をお願いし
ます。

(4)懇親会について
2010 年 3 月 6 日（土）17 時 45 分より、大会会場にて開催いたします。
準備の関係上、参加希望は事前に承っております。
なお、懇親会参加費は当日、受付にてお支払いください。
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(5)自由研究発表について
【申込要領】
「参加・発表申込書」とは別途、「発表要旨」を、2010 年 2 月 15 日（月）〔必着〕ま
でに、大会事務局にメール送信（MS ワードファイルを添付）してください。
発表用紙を受け取り次第、大会事務局から確認のメールを返送いたします。

発表要旨送信先メールアドレス：

isvs2010@gmail.com

【発表要旨集録】
規定は次ページの通りです。「発表要旨集録」はダイレクト印刷にて作成いたします
ので、必ず所定の様式で作成して下さい。

(6)発表時間等について
【自由研究発表】
発表 20 分、質疑 10 分の合計 30 分による口頭発表です。

(7)お問い合わせ・申込み先
第 11 回大会に関すること
【大会事務局】
＜大変お手数ですが、お問い合わせには電子メールのご使用をお願い申し上げます＞

菊地

薫（総合地球環境学研究所 研究推進戦略センター）
〒603-8054
京都市北区上賀茂本山 457-4
総合地球環境学研究所 菊地 薫 宛
TEL 075-707-2459 FAX 075-707-2510
大会専用 E-mail： isvs2010@gmail.com

4

発表要旨集録の規定
用紙サイズ：A4 縦置き。図・表も含め、合計 2 ページに収まるように書いてください。
字体：原則として明朝体を使用してください。字の大きさは、本文は 10.5 ポイント以上。
1 ページ目

25mm

題 目
氏名（＋ローマ字表記）
（所属機関）
キーワード（5 語以内）

5 行程度

1 行あける

25mm

25mm

40 行以内
22 字以内

22 字以内

5mm

25mm

2 ページ目

25mm

45 行以内
25mm

25mm

22 字以内

22 字以内

5mm

5

25mm

２．第８回隅谷三喜男賞について
第 8 回の隅谷三喜男賞は、2009 年 2 月に以下のように決定しました。
実践賞 小橋川共男氏（泡瀬干潟を守る連絡会・共同代表）
大谷タカ子氏（Love Peer Price やいま・代表）
研究奨励賞 該当なし

３．第９回隅谷三喜男賞の公募のお知らせ
今年度も国際ボランティア学会では、隅谷三喜男賞を以下の選考規定により選考す
ることになりました。みなさまからの自薦・他薦の応募をお待ちしております。応募
様式などは自由です。なお、応募締切期日は 2010 年 1 月 30 日（土）です。
【参考】 隅谷三喜男賞選考規定
1．名称
本賞は、国際ボランティア学会隅谷三喜男賞と称する。
2．主旨
本賞は、初代会長隅谷三喜男博士を記念し、ボランティア学研究およびボランティア活動
の発展を期して、研究および実践を奨励することを目的とする。受賞者には賞状および記
念品を授与する。
3．対象者
毎年度原則、2 名（個人あるいは団体）
4．選考対象
⑴著作・論文（学会誌掲載論文、およびボランティア学に関する著書・論文）
⑵実践
どちらも、賞の対象となる論文・活動記録を、自薦あるいは他薦により、本学会隅谷三喜
男賞選考委員会あてに、本賞に応募する旨を明記して、申し出た者。
5．選考委員会
本学会理事の互選による 5 名以内で構成する。選考委員の任期は 3 年とし、再任を妨げ
ない。選考委員長は選考委員の互選とする。選考委員会は必要に応じて会員の協力を求
めることができる。
6．選考手順
選考委員会は選考を当該年の総会以前におこない、理事会の決議を経て、大会および総
会において発表する。
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４．『ボランティア学研究』について
『ボランティア学研究』vol. 9 は編集中です。会員に配布すると同時に、希望者に
は、2,000 円で頒布します（なお、2007 年度までの会費納入が確認できない会員の方
にはお送りしておりません）。
『ボランティア学研究』の執筆要綱の詳細は、学会ホームページをご覧下さい。

５．学会事務局より
会費納入のお願い：学会運営は、基本的に会員皆様からの会費で支えられておりま
す。しかし、近年未納会員が多くなっております。是非とも、学会の活動にご協力を
お願いいたします。
また、住所・所属等を変更された場合は、速やかに事務局までご一報くださいます
よう、お願いいたします。
2009 年度分の会費は以下の通りです。
〔年会費〕
一般会員：5,000 円／学生会員：2,000 円／法人会員：10,000 円
なお、振込用紙を同封いたしておりますので、そちらをご使用のうえ、お振り込みく
ださい。
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＜総合地球環境学研究所

アクセスマップ＞

① JR 京都駅から（所要時間約 40 分）
京都市営地下鉄「国際会館駅」3 番又は 4-1 番出口より国際会館駅前バス
乗り場「2」から京都バス 40 系統（京都産業大学前ゆき）、
又は 50 系統（市原ゆき） に乗車（所要 6 分）し、「地球研前」下車。
② 京阪沿線から
出町柳駅で叡山電鉄鞍馬線に乗換え、「二軒茶屋」下車。徒歩 10 分。
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