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日本科学者会議	 

第 20 回総合学術研究集会（福岡）	 

1st	 Circular	 
	 

テーマ：「持続可能な社会を目指して	 

	 	 	 	 	 ‐地域・現場・市民から‐」	 
	 

	 岡山で開かれた 19 総学における「持続可能な社会」というキーワードを引き継いで、今回のテ

ーマを「持続可能な社会をめざして－地域・現場・市民から－」にしました。原発が持続可能な社会

における基盤的エネルギー源ではあり得ないということは、福島原発事故の重要な教訓です。持続

可能な社会を阻む要因は、原発だけでなく、地球温暖化問題や戦争、さらには行き過ぎた市場原理

主義などさまざまです。20 総学がこれらの問題に立ち向かって持続可能な社会を創造していくため

の礎になるように準備を進めたいと考えています。	 

	 

日時：2014 年	 9 月 12 日（金）~14 日（日）	 

会場：西南学院大学（福岡市早良区西新）	 

日程：	 

日	 午前	 午後	 夕	 

12（金）	 	 

14:00－14:30	 開会式	 

14:30－16:15	 基調講演	 

「福島と水俣、玄海を結ぶもの」	 

馬奈木昭雄	 
(久留米第一法律事務所，	 

水俣病第一次訴訟に専従)	 

16:30－18:00	 特別講演Ⅰ	 

「脱原発社会の創造」	 

吉岡斉	 
(九州大学・比較社会文化研究院・教授)	 

18:00-20:00	 

各分野交流会	 

13（土）	 9:00-12:00	 分科会Ⅰ	 

12:00-13:30	 ポスターセッション	 

13:30-15:00	 特別講演Ⅱ	 

「核兵器と放射線被曝で脅されない

世界への転機」	 

沢田昭二	 
(名古屋大学・名誉教授)	 

15:15-18:00	 分科会Ⅱ	 

18:30-20:30	 

懇親会	 

14（日）	 9:00-12:00	 分科会Ⅲ	 

12:00-13:00	 閉会集会	 

13:00-	 エクスカーションⅠ:	 

山本作兵衛作品見学コース	 

	 

15（月）	 
9:00-	 エクスカーションⅡ:有明海・諫早コース	 

	 	 	 エクスカーションⅢ:玄海原発・呼子コース	 
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20 総学の成功のために	 

（1）全国委員会（研究委員会，問題別委員会）へのお願い	 

	 全国委員会は、2年間の活動成果にもとづいて分科会を設置してください。必要に応じて、委員

会が連結を取り合い合同で分科会を設置いただくことも可能です。その際に、実行委員会は運営上

必要な調整・支援をおこないます。	 

（2）各地区・支部へのお願い	 

	 各地区・支部は会員の総学への参加を促し、多数の会員が発表するよう呼びかけてください。ポ

スターセッションを設けますので、各支部や地区の活動報告の展示をお願いします。また、若手へ

の財政支援を積極的に行い、若手や院生の参加を促してください。	 

	 各地区においては 20 総学に先立ってプレシンポを実施してください。	 

	 懇親会には各支部から「お国自慢」の物産（地酒など）をお持ち寄りください。	 

（3）会員へのお願い	 

	 多数の会員に参加していただくとともに、一般市民への呼びかけもお願いします。分科会および

ポスターセッションでの発表を歓迎します。また，分科会（分科会名，コーディネーター，座長等）

の積極的な提案もお待ちしています。	 

	 実行委員会は、提案と希望を尊重し、分科会の開催とテーマの割り振りなど運営上必要な調整を

行います。	 

	 

会場：（自家用車での来場はご遠慮ください）	 
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分科会設置について	 

 分科会は、実行委員会、研究委員会、問題別委員会、支部および会員によって提起されたもの

からなります。	 

 分科会設置申し込みの締め切りは、2014 年 2 月 14 日（金）とします。	 

 申し込みは、20 総学ホームページ	 http://jsa-20th-sogaku.net からダウンロードした下記の申
請書に必要事項を記入し、次のアドレスにお送り下さい。	 

 E-mail: sogaku@jsa-fukuoka.sakura.ne.jp	 
 申請された分科会は、会場の部屋数とスペースの許す限り採用されますが、分科会間の調整を

お願いすることがあります。	 

	 

	 

20 総学分科会設置申請書	 

分科会名	 	 

コーディネーター	 

（連絡先）	 

	 

氏名:	 	 	 	 	 	 	 	 	 所属：	 

	 

電話：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fax:	 

	 

E-mail:	 	 

	 

設置の趣旨	 

（200 字程度）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

主な報告者	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

所要時間と希望日時	 

（希望のところへ,	 

〇をつけてください）	 

分科会Ⅰ：13 日 9:00-1200	 	 	 （第１希望，第２希望）	 

分科会Ⅱ：13 日 15:15-18:00	 	 （第１希望，第２希望）	 

分科会Ⅲ：14 日 9:00-1200	 	 	 （第１希望，第２希望）	 
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【参加費】	 
事前参加登録（予稿集代を含む）	 

参加費：一般	 4,000 円，院生・学生	 2,000 円	 

懇親会費：一般	 4,000 円,	 院生・学生	 2,000 円	 

当日参加登録（事前登録締切日以降の申込者、予稿集代を含む）	 

参加費：一般	 4,500 円,	 院生・学生	 2,000 円	 

懇親会費：一般	 4,500 円，院生・学生	 2,000 円	 

講演会(基調講演・特別講演ⅠⅡ)通し券：	 1,000 円（予稿集代別）	 

予稿集（販売価格）	 2,000 円	 	 

	 

【今後の主な予定】	 
 分科会設置締切：2014 年 2 月 14 日(木)	 

 2nd	 Circular	 発送：2014 年 4 月 10 日(木)	 

 各分科会発表申込期限：2014 年 6 月 6 日(金)	 	 

	 	 	 	 ＊各分科会オーガナイザーはこの日までにとりまとめを	 

 予稿集原稿提出締切:2014 年 7 月 4 日(金)	 ＊締切厳守	 

 3rd	 Circular	 発送:2014 年 7 月 10 日(木)	 

 参加事前登録締切：2014 年 8 月 18 日(月)	 

 20 総学開会：2014 年 9 月 12 日(金)	 

	 

	 

【日本科学者会議第 20 回総合学術研究集会実行委員会(2013 年 10 月 1 日)】	 
実行委員長：	 三好永作（福岡支部,全国常幹,支部幹事）	 

副実行委員長：酒井嘉子（福岡支部），村上陽三（福岡支部：JSA参与）	 

	 	 	 	 	 	 	 西垣	 敏（福岡支部,支部幹事）,蔦川正義（福岡支部）	 

事務局長：	 	 本庄春雄（福岡支部,九州大学）	 

事務局次長：	 伊藤宏之（全国事務局,全国常幹）,小畑隆資（岡山支部,全国常幹）	 

	 	 	 	 	 	 	 小早川義尚（福岡支部,支部事務局長）,中野豊（福岡支部,支部幹事）	 

事務局員：	 	 福岡支部・および近隣の支部（佐賀等）の実行委員会メンバー	 

実行委員：	 	 山崎喜代子（福岡支部,西南学院大学）,出口博之（福岡支部,九州工業大学）,	 

	 	 	 	 	 	 	 青野雄太（福岡支部,支部幹事,久留米高専）,岸本誠（福岡支部,支部幹事）,	 

	 	 	 	 	 	 	 岡本良治（福岡支部）,河内俊英（福岡支部,支部幹事）,半田駿（佐賀支部,	 

	 	 	 	 	 	 	 支部事務局長）,	 吉田省三（長崎支部,支部事務局長,長崎大学）,	 	 

	 	 	 	 	 	 	 戸田清（長崎支部,長崎大学）,藤井美保（熊本支部,支部事務局長,熊本大学）,	 

	 	 	 	 	 	 	 岩永定（熊本支部,熊本大学）,山城千秋（熊本支部,熊本大学）,	 

	 	 	 	 	 	 	 高山英男（大分支部,全国常幹），木下統（宮崎支部,支部事務局長,宮崎大学）,	 	 

	 	 	 	 	 	 	 平野公孝（宮崎支部,支部幹事）,屋富祖建樹（沖縄支部,支部事務局長）,	 

	 	 	 	 	 	 	 亀山統一（沖縄支部,支部幹事）	 

	 

	 

日本科学者会議第２０回総合学術研究集会実行委員会	 

〒113-0034	 東京都文京区湯島 1-9-15 茶州ビル 9階	 

TEL:(03)3812-1472	 Fax:(03)3813-2363	 	 

20 総学ホームページ：http://jsa-20th-sogaku.net,E-mail: sogaku@jsa-fukuoka.sakura.ne.jp	 

	 


