
  

参加者へのご案内	 

 
1.	 当日参加受付	 

1）受付場所：岡山国際交流センター	 2F ロビー	 

2）受付時間：10 月 13 日(金)	 9：00~17：00	 

	 10 月 14 日(土)	 9：00~15：30	 

3）参加費（当日）	 一般	 7,000 円	 学生	 4,000 円	 

	 	 懇親会費	 	 一般	 8,000 円	 学生	 3,000 円	 

	 	 ※当日参加予定の学生の方は，学生証／身分証を受付までお持ち下さい． 
	 

・当日参加のお申込をされる方は必ず受付にお立ち寄り下さい． 
・事前参加登録および参加費振込が完了されている方には参加証兼領収書（ネームカード）

を事前にお送りしておりますので，当日受付での手続きは不要です． 
※参加登録書を事務局宛に提出されていても参加費のご入金がお済みでない方は，受付で

参加費をお支払い下さい． 
※9月 23日以降にご入金の方は受付にて参加証兼領収書（ネームカード）をお受け取り下
さい． 
	 

2.	 懇親会のご案内	 

日時：10 月 13 日(金)	 19：00~21：00	 

会場：ANA クラウンプラザホテル岡山	 19F	 スカイバンケット「宙（そら）」	 

〒700-0024	 岡山市北区駅元町 15-1	 

TEL：086-898-1111	 FAX：086-898-1200	 

会費：一般	 8,000 円	 学生	 3,000 円	 

	 

3.	 表彰について	 
	 

【研究奨励賞】	 

メタロチオネインおよび金属の生理活性に関する研究の発展に貢献した個人に対し，授与

されるものです．事前に応募された論文に関して，応募者と同一所属，共著者，実行委員

長を除く5名の審査員が審査し，原則として2名を選考して，賞状および楯を授与致します．	 
	 

【閔賞(若手優秀研究賞)】	 

本賞は，若手研究者の進歩と成長を強く期待した閔庚善氏（故人，第 10 回メタルバイオサ

イエンス研究会実行委員長）の遺志を生かすべく設けられました．優れた研究発表を行っ

た若手研行究者に対し授与されるものです．事前に提出された本研究会の発表要旨につい

て応募者と同一所属，共同演者，実行委員長を除く 5名の審査員が審査し，原則として 2

名を選考して，賞状および副賞を授与致します．	 



  

	 懇親会において，【研究奨励賞】，【閔賞(若手優秀研究賞)】，【実行委員長賞】の受賞者を

発表し，授賞式を行いますので，申請者は懇親会にご出席下さい．	 

	 

4.	 クローク	 

国際交流センター	 2F にクロークを設けております．なお，貴重品，傘はお預かりできま

せんので，予めご了承下さい．	 

開設時間：10 月 13 日(金)	 9：00~18：30	 

	 10 月 14 日(土)	 9：00~16：30	 

	 

5.	 インターネットについて	 

公衆無線ＬＡＮサービス『おかやまモバイルＳＰＯＴ』がご利用いただけます．	 

SSID：okix_wireless	 

PW:	 okayama012345	 

にて，WiFi 接続設定を行って下さい．	 
	 

さらに，ご利用にあたっては，あらかじめ携帯電話によるログイン ID とパスワードの取得

が必要です．	 

＜ID・パスワードの取得方法＞	 

①携帯電話から okayama@wireless.okix.jp へ空メールを送信する	 

（※携帯電話からのみ操作が可能です）	 

②空メール送信後，システムから配信されるメール本文中の URL に接続する	 

③登録要求を送信する	 

④本登録完了のメールが届きます（ログイン ID とパスワードの取得完了）	 
	 

ブラウザを起動するとモバイルＳＰＯＴのログインページが表示されます．取得したログ

イン ID とパスワードを入力して【Login】をクリックして下さい．	 
	 

詳しくは『おかやまモバイルＳＰＯＴ』

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-92825.html をご覧下さい．	 

	 

6.	 ドリンクコーナー	 

7F	 多目的ホール（ポスター会場）にドリンクコーナーを設けておりますのでご利用下さい．	 

※提供数に限りがあります．	 



  

発表者の方へ	 

 
【口頭発表の方へ】	 
	 

1.	 PC 発表データ受付に関して（PC 持ち込みの方も必ず受付をしてください）	 

・演者の方は必ず 30 分前（朝一番のセッションの場合は 20 分前）までに，「PC 発表デー

タ受付」にて試写用パソコンで発表データの確認とデータ引き渡しをお願いいたします．	 

	 ※発表データは発表終了後に事務局が責任をもって消去いたします．	 
	 

	 受付場所：岡山国際交流センター	 2F	 「PC 発表データ受付」	 

	 受付時間：10 月 13 日(金)	 9：00~18：30	 

	 10 月 14 日(土)	 9：00~16：00	 

	 ※2日目にご発表の方も 1日目に受付可能です．セッション開始前は PC 発表データ受付

が混雑することがありますので，お早めに受付をお済ませ下さい．	 
	 

・円滑な演題進行のために，基本的に会場に用意したノートパソコン(OS:	 Windows	 10)を

使ってご発表下さい．発表データは原則として USB メモリでお持ち込みください．	 

・ご自身のノートパソコンで発表される方は，発表のセッション開始の 30 分前までに，PC

発表データ受付にノートパソコンをお預け下さい．	 

	 ※お預かりした PC は発表終了後に「PC 発表データ受付」にてお返しします．	 

	 

2.	 発表に関して	 

・講演時間および討論時間は以下のようになります．	 

シンポジウム	 ：オーガナイザーに一任します．	 

研究紹介	 ：講演時間 15 分，質疑応答 5分（計 20 分）	 

一般口演	 ：講演時間 8分，質疑応答 2分（計 10 分）	 
	 

・講演時間終了 1分前および講演時間終了時には予鈴によってお知らせします．発表時間

を必ず厳守していただきますようお願いいたします．	 

・ご発表の際，パソコンの操作は発表者ご自身で行ってください．	 

・会場には発表用にノートパソコン(OS:	 Windows	 10)が配置されています．	 

・口頭発表には液晶プロジェクターを使用します．（スライドや OHP は使用できません）	 

・次演者の方は発表開始の 10 分前までに次演者席にご着席ください．	 

	 



  

3.	 発表データ作成に関して	 

・発表データは PowerPoint にて作成をお願いします．	 

・会場設置のパソコン使用環境はOS:	 Windows	 10，ソフトウェアPowerPoint	 2010/2013/2016

です．（OS:	 Windows	 7/8,	 PowerPoint	 2010 もございます．）	 

	 Mac で発表データを作成される方は，事前に Windows での動作確認をお願いします．	 

・プロジェクターの解像度は WXGA（1280×800 ピクセル(16:10)）です．	 

・ファイル名は「演題番号(半角スペース)演者名」としてください(例：O-10	 吉備団子)	 

・音声，動画は利用できません．	 

	 

ご自身のノートパソコンを持参される場合の注意点	 

・節電モードによるトラブルを避けるため，パソコンの電源コードもご持参ください．	 

・プロジェクターとの接続に専用アダプター等が必要な場合は必ずご持参ください．	 

	 とくにMacをお使いの方は変換コネクタをご持参ください．	 

・念のため発表データを保存したUSBメモリを当日ご用意ください．	 



  

【ポスター発表の方へ】	 
	 

・ポスター会場は岡山国際交流センター	 7F	 多目的ホールです．	 

・ポスター発表の受付は行いません．演題番号をご確認の上，ポスターパネルに掲示して

ください．基本的に10月13日(金)，10月14日(土)の2日間掲示して頂きます．	 

・発表者用リボン，押しピンなどはポスターパネルに設置してあります．	 

・ポスターの貼付は研究会1日目	 10月13日(金)の午前中にお願いします．	 

・ポスター発表日時	 

	 	 10月13日(金)	 13：40~14：10	 

	 	 10月14日(土)	 11：30~12：00	 
	 

	 ポスター発表は2回設けております．発表時間になりましたらリボンをつけ，説明，討

論を行ってください．基本的に2回ともポスター前での発表をお願いします．	 
	 

・ポスターは10月14日(土)の16時20分までに撤去してください．その時点で残っているポ

スターは事務局で処分させていただきますので，ご了解下さい．	 

・ポスターのサイズは，見やすさを考え，横90cm	 ×	 縦160cm以内で作成して下さい．	 

	 （パネルサイズ：横90cm	 ×	 縦210cm）	 

	 演題番号(横20cm	 ×	 縦20cm)は事務局で準備し，パネル左上に貼付いたします．（下図

参照）	 
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