
平成 29 年 3 月 30 日 
 

関東支部会員各位 

公益社団法人日本地すべり学会 

  関東支部長 櫻井正明 
 

公益社団法人日本地すべり学会関東支部 

平成 29年度支部総会 

及びシンポジウム・意見交換会の開催について（ご案内） 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 日頃より、（公社）日本地すべり学会関東支部の活動にご理解とご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 
 さて、関東支部では、下記のとおり平成 29 年度支部総会を開催いたしますので、

ご出席を賜りますようお願い申し上げます。また、総会に引き続き、シンポジウム(一
般公開)、意見交換会も予定しております。ご多用中とは存じますが、会員の皆様の

積極的なご参加をお願い申し上げます。 
なお、お手数でも、総会等連絡票(エクセルファイル)に、出欠を記載の上、平成 29
年 4 月 21 日までに、電子メールにてご返送ください。また、総会に御欠席の場合は、

委任状もご提出していただきますようお願い申し上げます。 
 

記 
１）支部総会 
期 日：平成 29 年 5 月 12 日（金） 11:00－12:00（受付開始 10:45） 
場 所：東京大学工学部武田先端知ビル５階 武田先端知ホール（東京都） 
参加者：関東支部会員 
２）シンポジウム「過去の災害から学ぶ－突発的に発生した斜面災害の事例から―」 
期 日：平成 29 年 5 月 12 日（金）  12:45－16:30（受付開始 12:15） 
場 所：東京大学工学部武田先端知ビル５階 武田先端知ホール（東京都） 
参加費：一般・正会員 2,000 円、学生・学生会員 1,000 円（参加費前納） 
３）意見交換会 
期 日：平成 29 年 5 月 12 日（金） 17:00－19:00 
場 所：東京大学山上会館 地下１階・食事処「御殿」（東京都） 
参加費：5,000 円（参加費前納） 
４）参加費前納のお願い 
 今回から、シンポジウム・意見交換会の参加費は、原則として、前納となりました

のでご協力ください。参加申し込みをしていただいた方に、請求書を送付しますので、

指定の銀行口座（ゆうちょ銀行）に振り込みをお願いします。 
 なお、参加費は、当日、欠席されても返金いたしませんので、ご了承願います。 
【詳細情報】関東支部ホームページ：https://japan.landslide-soc.org/kanto.html 

       （総会等連絡票（エクセル）がダウンロードできます） 

問い合わせ先 E-mail：ms@fcri.co.jp 



【別紙】総会等連絡票について 
総会等連絡票（エクセルファイル）に、出欠を記載し、電子メールにて送付してく

ださい。総会等連絡票は、関東支部ホームページからダウンロードできます。 

参加費 0 円

参加費 0 円

計 0 円

【委任状について】

【参加費について】

2000

5000

・基準日以降に関東支部の所属となった正会員（個人）も、本連絡票を提出
し、総会に出席することにより、議決権を行使できます。

 

・記載された住所に請求書を送付いたしますので、指定の銀行口座（ゆうちょ
銀行）に振り込んでください。

参加費
シンポジウム

意見交換会

・参加費は、当日に欠席されても返却いたしません。

・当日に受付にて領収書を発行します。

電話番号

E-mail

・総会をご欠席される方は、委任状をご提出ください。

・総会の議決権は、平成28年3月下旬を基準日とします。基準日以降に、転勤等
により支部を変更される予定の方も、お手数でも、委任状をご提出ください。

公益社団法人日本地すべり学会関東支部

平成２９年度総会等連絡票（支部会員用）

　本申込書(エクセルファイル)に必要事項を記載の上、ファイル名に申込者の
氏名を加えて変更し、下記のアドレスに添付ファイルとして送信してくださ
い。
　なお、メールの件名は、「総会連絡」としてください。
　アドレス　：　kt@fcri.co.jp　　　　　送付期限：平成29年4月21日

氏名

フリガナ

区分
（▼をクリックして選択）

所属

郵便番号

住所
(請求書送付先）

出欠
（▼をク

リックして

選択）

総会

シンポジウム

意見交換会

 

1.出席 2.欠席 

1.出席 2.欠席 
1.出席 2.欠席 



総会等連絡票の入手先 
 関東支部ホームページ：https://japan.landslide-soc.org/kanto.html 
総会等連絡票（及び委任状）の送付先等 
総会等連絡票（エクセル）に必要事項を記載の上、ファイル名に申込者の名前を加

えて変更し、下記アドレスに添付ファイルとして送付してください。また、メールの

件名は、「総会連絡」としてください。 
なお、総会を欠席される方は、委任状（スキャニングしたＰＤＦファイル）も併せ

て提出してください。 
  Ｅ-mail ：kt@fcri.co.jp   
  提出期限：平成２９年４月２１日 
 

 
公益社団法人日本地すべり学会関東支部 
平成２９年度総会委任状（支部会員用） 

 
総会を欠席される方は、「総会等連絡票」と合わせて委任状を提出してください。 
本票をスキャニングしたＰＤＦファイルを、「総会等連絡票」とともに、下記アド

レスまで電子メールに添付して送付してください。 
なお、ＰＤＦファイルのファイル名は、「委任状」に、氏名を加えたものとしてく

ださい。 
 
・総会をご欠席される方は、下記の委任状をご記入ください。 
・総会の議決権は、平成 2９年 3 月下旬を基準日とします。基準日以降に、転勤等に

より支部を変更される予定の方も、お手数でも、委任状をご提出ください。 
・基準日以降に関東支部の所属となった正会員（個人）も、連絡票を提出し、総会に

出席することにより、議決権を行使できます。 
 
 

委   任   状 
 
私は、関東支部長を代理人として定め 
公益社団法人日本地すべり学会関東支部・平成２９年度支部総会 
に関する一切の権限を委任します。 
 
平成    年  月  日 
 
住所：                           
 
氏名：               印 

（必ず自筆署名にて、ご捺印をお願いします） 

https://japan.landslide-soc.org/kanto.html


【関東支部とは？】 
 

【支部】 

 日本地すべり学会では、北海道、東北、新潟、関東、中部、関西、九州の７つの支部をおいて、

地域にねざした活動を行っています。 
 関東支部は、最も新しい支部ですが、創立より 10 年を経過しています。 
 
【支部会員】 

日本地すべり学会の正会員（個人・法人）は、いずれかの支部に属します。 

正会員は、希望の支部に属することができますが、特に希望しない場合は、学会誌の送付先の

住所により所属が決まります。 

 

【関東支部】 

 関東支部では、毎年、シンポジウム・現地検討会等の行事を開催しているほか、関東支部管内

の災害調査、学会の研究発表会運営（６年に１回）の中核組織となっています。 

 関東支部は、支部長、副支部長、支部監事のほか、運営委員及び幹事により運営されています。 

 

【関東支部の区域】 

群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県 
 

【関東支部会員】 

関東支部会員とは、関東支部に所属する正会員（海外在住の正会員を含む）です。 

関東支部の会員数は、400 名以上です。 

 

【総会】 

 関東支部の総会は、毎年 5月に、関東支部会員を集めて開催されます。 

関東支部総会の定足数は、関東支部会員の総数の 1/5 以上です（委任状を含む）。 

毎年、役員を中心に呼びかけを行って、なんとか定足数を満たしている状況ですので、関東支

部会員の方は、ぜひ、総会成立にご協力ください。 

 

【総会の議決権】 

総会の議決権は、3月下旬を基準日 aとします。基準日の会員名簿（本部）において、関東支部

会員である方が、関東支部総会の議決権を行使できます。なお、正会員（団体）の場合は団体の

代表者です。 

基準日以降に転勤等により支部を変更される方も、お手数でも委任状をご提出ください。 

また、基準日以降に関東支部の所属となった正会員（個人）でも、申込を行って総会に出席す

ることにより、議決権を行使できます。 

 

 
a 基準日：学会の入退会は、正式には理事会で決まるために、3 月開催の理事会後に、本部より最

新の名簿の交付を受けた日が基準日となります。 



 

 

斜面災害は、豪雨等の異常な自然現象の中で発生することがほとんどですが、顕著

な前触れもなく突如発生し、思わぬ被害をもたらすことがあります。関東支部では、

突発的に発生した斜面災害の事例について、実際に調査をされた研究者・技術者の方

を講師としてお招きし、災害の状況や災害から学べることについて、お話をいただく

こととしました。 

 

主催：公益社団法人日本地すべり学会関東支部 

期日：平成 29 年 5月 12 日（金）12:45～16:30（受付開始：12:15） 

場所：武田先端知ホール（東京大学工学部・武田先端知ビル５階） 

東京都文京区弥生 2－11－16 

最寄り駅：地下鉄千代田線根津駅から徒歩 5分、地下鉄東西線東大前駅から徒歩 10分 

     地下鉄丸ノ内線本郷三丁目駅から徒歩 15 分 

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html 

参加費：一般・正会員 2000円、学生・学生会員 1000 円 

ＣＰＤ：CPD参加証発行、森林分野 CPD(JAFEE,建設系 CPD協議会)認定 

次第： 

(1)開会                     12:45 

(2)支部長挨拶 

(3)講演 1     12:50～13:50 

岩盤崩壊に学ぶ～第２白糸トンネル岩盤崩壊を中心に～   

上野将司（応用地質㈱ 顧問） 

(4)休憩      13:50～14:00 

(5)講演 2,3     14:00～16:00 

昭和 60年に発生した地附山地すべりの実態と地形・地質的課題   

古谷尊彦（千葉大学名誉教授） 

蒲原沢土石流災害について～初期積雪期の土石流発生事例～  

丸井英明（新潟大学特任教授） 

(6)総合討論(コディネータ：櫻井正明)  16:00～16:30 

(7)閉会      16:30 

申込方法等： 

・指定の申込書（エクセルファイル）に必要事項を記載の上、下記のアドレスに送付

してください。関東支部会員の方は、総会等連絡票（エクセルファイル）を用いて

申し込んでください。申込書等は関東支部ホームページからダウンロードできます。 

申込期限：平成 29 年 4 月 21 日（金） 送付先アドレス:kt＠fcri.co.jp 

関東支部ホームページ https://japan.landslide-soc.org/kanto.html 

（学会ホームページから入ることができます） 

・参加費は前納となります。参加申し込みをしていただいた方に、請求書を送付しま

すので、指定の銀行口座（ゆうちょ銀行）に振り込みをお願いします。 
・参加費は、当日、欠席をされても返金いたしませんのでご了承ください。 
・領収書・CPD参加証は、当日発行します。 

公益社団法人日本地すべり学会関東支部 平成 29 年度シンポジウム 

過去の災害から学ぶー突発的に発生した斜面災害の事例から― 



会場案内図 

 

■武田先端知ビル・５階・武田先端知ホール（総会及びシンポジウム） 

東京都文京区弥生 2－11－16 東京大学工学部内 

武田先端知ビル（TEL 03-5841-1163） 

地下鉄南北線「東大前」駅１番出口 徒歩 10 分 

地下鉄千代田線「根津」駅 1番出口 徒歩 5分 

地下鉄大江戸線・丸ノ内線「本郷三丁目」駅  徒歩 25分 

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html 

 

■東京大学山上会館・地下１階・食事処「御殿」（意見交換会） 

  東京都文京区本郷7-3-1 東京大学内（東京大学構内・三四郎池となり） 

  http://www.sanjo.nc.u-tokyo.ac.jp/sanjo/contact/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★関東支部会員の皆様へ 

 関東支部からの行事等の連絡は、主として、①関東支部ホームページ、②学会メーリングリス

ト、を通じて行います。 

関東支部ホームページ https://japan.landslide-soc.org/kanto.html 

（学会ホームページから入ることができます） 

なお、学会メーリングリスト（メール配信サービス）は、学会ホームページから登録できます

ので、ぜひ、登録してください。 

武田先端知ビル５階 

山上会館 

千代田線根津駅 

南北線東大前駅 
大江戸線本郷三丁目駅 


