参加者へのご案内
（１）メインテーマ：「子どもの生活認識に寄り添う保健教育と学校保健」
（２）開催期日： 平成 30 年 11 月 30 日（金）～12 月 2 日（日）
（３）会場：J:COM ホルトホール大分
〒870-0839 大分市金池南一丁目５番１号（JR 大分駅より徒歩 3 分）
TEL 097-576-7555
http://www.horutohall-oita.jp/
（４）主催： 一般社団法人日本学校保健学会
（５）後援：文部科学省、公益財団法人日本学校保健会、国立大学法人大分大学、大分県、大分県教育委員会、
大分市、大分市教育委員会、大分県医師会、大分県小児科医会、大分県歯科医師会、大分県薬剤師会、
大分市薬剤師会、大分県栄養士会、大分県看護協会、大分合同新聞社、西日本新聞社、ＯＢＳ大分放送、
ＴＯＳテレビ大分、ＯＡＢ大分朝日放送

（６）大会ホームページ：一般社団法人日本学校保健学会第 65 回学術大会

http://jash65.jp/

（７）大会事務局：

〒870-1192 大分市大字旦の原 700、大分大学教育学部
事務局長 玉江和義
jash65@oita-u.ac.jp

（８）運営事務局：
（株）日本旅行九州法人支店 Global MICE センター（担当：香田、坂東）
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル５階
【E-mail】 jash65@nta.co.jp

電話 092-451-0606 FAX 092-451-0550

（９）学会行事・学会関連行事：
○学会関連行事 11 月 30 日（金）

9：00～17：00
日本教育大学協会全国養護部門・理事会・総会・研究委員会


10：30～14：30

教員養成系大学保健協議会（教大協保健体育・保健研究部門）



15：00～15：15

常任理事会



15：20～15：50

理事会



16：00～17：30

定時総会（代議員会）


17：30～17：45
臨時理事会
○各種委員会 12 月 1 日（土）


国際交流委員会・・・・・・・・12 月 1 日（土）12：00～13：00



学会賞選考委員会・・・・・・12 月 1 日（土）12：30～13：30 ・・・・406 会議室（4 階）
学会あり方検討委員会・・・12 月 1 日（土）12：55～13：40・・・・407 会議室（4 階）



・・・304 会議室（3 階）

〇各種委員会 12 月 2 日（日）







法・制度委員会・・・・・12 月 2 日（日）12：15～13：15 ・・・・304 会議室（3 階）
学会誌編集委員会・・・・・・・12 月 2 日（日）12：15～13：15・・・405 会議室（4 階）
渉外委員会・・・・・・12 月 2 日（日）12：15～13：15・・・・406 会議室（4 階）
学術委員会・・・・・・・・12 月 2 日（日）12：30～13：30 ・・・・407 会議室（4 階）
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選挙管理委員会・・・12 月 2 日（日）12：30～13：30・・・・・J 会場（410 会議室）（4 階）

参加される方へ
（1）参加証の事前の受け取りについて



事前参加申し込み（9 月 30 日（日）まで）をされた方には、事前に「参加証」を郵送します。
「参加証」は、大会当日に必ず持参して、総合受付にて参加証を提示してください。資料等をお渡し
します。
参加証は、会場内では、必ず着用してください。



学生は、大会当日に参加証とともに身分を証明できるもの（学生証など）をご持参ください。




（２）総合受付における当日参加費と参加証の受け取りについて
大会参加費

大会当日、会場にて
現金でお支払いください。

情報交換会参加費

一般
(会員･非会員)

学生
(学部生･大学院
生)

一般
（会員･非会員)

学生
(学部生･大学院
生)

8、000 円

4、000 円

6、000 円

3、000 円

 総合受付は、1F 大ホール（A 会場）前のホワイエです。
 当日参加申し込み（10 月 1 日（月）～大会当日）の方は、大会当日、総合受付にて「参加申込書」 に
記入の上、参加の登録及び参加費（一般 8、000 円、学生 4、000 円）の支払いを行ってください。
参加証と講演集・資料等をお渡しします。

 事前参加申し込み（9 月 30 日まで）の方は、事前に送付している参加証を提示してください。

 大会参加費には、講演集代が含まれます。

 講演集の事前送付は、事前参加申し込み（9 月 30 日（日）まで）の場合のみです。講演集の事前送付を
希望された方には、講演集の当日のお渡しは出来ません。
 学生は、大会当日に参加証とともに身分を証明できるもの（学生証など）をご持参ください。
 総合受付の時間は以下の通りです。


場所：J:COM ホルトホール大分 1 階・大ホール前



12 月 1 日（土）

9：00～17：00



12 月 2 日（日）

9：00～15：30

（３） ランチョンセミナー「参加券」の配布と当日の食事について

 12 月 1 日（土）
、2 日（日）ともランチョンセミナー（12：30～13：30）があります。

 「ランチョンセミナー参加券」の配布は、「総合受付」周辺コーナーにて 9：00 より配布します。
 両日とも定員（120 名）になり次第、配布を終了します。

 また、会場内 3F「カフェレストラン」のほか、隣接の JR 大分駅には、大型のショッピング
施設内に飲食店街など多数の店があり、食事の不便はありません。
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（４） クロークについて
 2F 講義室にて、荷物等をお預かりするクロークを準備しています。下記の時間帯でご利用いただけま
す。
 12 月 1 日（日） 9：00～18：00
 12 月 2 日（日） 9：00～17：00

（５） 託児サービスについて（無料）
 12 月 1 日（土）、2 日（日）に託児サービスを開設いたします。
 事前の完全予約制となっていますので、ご予約のない方は利用ができません。
 詳しくは、第 65 回学術大会ホームページ http://jash65.jp/をご確認ください。
 10/26 までには必要情報を掲載する予定です。

（６）情報交換会について
 平成 30 年 12 月 1 日（土）19 時よりトキハ会館・5F「ローズの間」にて開催予定です。
 トキハ会館 【TEL】097-538-3125

http://www.tokiwa-dept.co.jp/kaikan/partymeeting.php

 学会場から徒歩 13 分（トキハデパート横）。当日受付も可能です。多くの皆様のご参加をお待ちして
おります。

 当日参加費： 一般 6000 円、学生

3000 円

（７） 企業展示、書籍販売
1F 大ホール（A 会場）のホワイエ、ならびに A 会場正面前のスペースにおいて、企業展示と書籍販売を行って
おります。ぜひ、お立ち寄りください。
（８） 駐車場について
 本会場には、駐車場がございます（有料です）が、非常に少ない台数しか、駐めることができません。
 公共交通機関をご利用くださいますようにお願い申し上げます。
（９）会場内でのご注意
 館内は、禁煙です。
 会場内での許可のない写真・ビデオ撮影は・録音はお断りします。
 会場内での携帯電話の通話は、他の参加者の迷惑となりますので、通話は会場外にてお願いします。
 忘れ物、落とし物は総合受付にてお預かり致します。
 会場内でのお呼び出しは、原則として致しません。総合受付付近に連絡用ボードを設置致しますので
そちらをご利用ください。
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