
イベントサロン2015名古屋 

イベント学会 第 18回研究大会 
開催要領 

 

1. 会 期：2015年10月20日（火） 

2. 会 場：ミッドランドホール（名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア オフィスタワー5F） 

3. 主 催：イベント学会 

4. 共 催：一般社団法人 日本イベント産業振興協会          

 

5. 後 援：愛知県、中日新聞社、一般社団法人 愛知広告協会 

6. 協 力：株式会社 ピーオ―ピー  “見本市展示会通信”  “Eventbiz(11月末発刊予定)” 

 

7. テーマ：「地域創生とイベント」 

いま、社会的に関心が高く、その具体的な活動・行動が求められている「地域創生」。 

その実現にはイベントがとても重要な役割を担っています。地域創生にイベントがどのよう

に貢献し、どのような効果があるのか、具体的な事例を交えながら研究成果を発表するとと

もに、各種施策を提言します。 

なお、今回の研究大会は、環境をテーマとする 「エコドライブジャパン（主催：国連NGO 

WAFUNIF）」とのコラボレーションイベントとして実施いたします。 

8. 大会実行委員長： 新井野洋一（愛知大学 地域政策学部 学部長･教授） 

大会実行副委員長： 野川春夫（順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科 特任教授） 

9. 研究大会参加費用 

5,000円 ※但し、準会員は 1,000円、学生は 2,000円。 

10. レセプションパーティ参加費用 

5,000円 ※但し、準会員/学生は 1,000円。 

11. 申込み・入金方法 

イベント学会WEBサイト内（www.eventology.org）の参加申込みにアクセスして必要事

項を記入して送信して下さい。 

受信後、確認のメールをお送りいたします。 

※参加費用は確認メールの案内に従って、10月16日（金）までにご入金ください。 

※定員（300名予定）になり次第、受付を終了させていただきます。 

一般社団法人 日本イベントプロデュース協会 

2015.09.09 

日本イベント業務管理士協会 



TIME（LAP） イベント学会 

開場 09：00 

10：00 

休憩 
11：40 

10：35 

12：55 
13：00 

15：40 

◇議長サマリー 

休 憩 

 閉会式 17：10 

17：20 

18：00 

18：00 休 憩 ＆ ロビーセッション 

17：20 

19：30 

18：30  レセプションパーティ 

プログラム（予定） 

（60） 

（35） 

（75） 

（10） 

（10） 

（40） 

（30） 

（60） 

 JAZZ LIVE 

閉会挨拶： 谷 喜久郎 コラボレーションイベント総合プロデューサー 
                    株式会社新東通信 代表取締役会長                                                                                   

WAFUNIF親善大使： 吉田次郎氏ほか 

「環境と地域創生を考える。」 
          モデレータ：  島田 久仁彦氏 環境省参与 
          パネリスト：  イベント学会関係者＆エコドライブ関係者 

島田 久仁彦氏 環境省参与 

① Jamil Ahmad.PhD UNEP（国連環境計画）副代表 
      「持続可能な地域環境と交通対策について」（30分） 
 
② 堺屋太一 イベント学会 会長 
  「地域創生とイベント（仮）」（30分） 

基調講演Ａ 10：40 

11：40 （60） 

＊イベント学会：「ポスター発表 口頭発表」 

基調講演Ｂ（ホール） 

セッション１：パネルディスカッション 
 「エコドライブソリューション（仮）」 
  モデレーター： 大聖泰弘 早稲田大学教授 
  パネリスト： 自動車関連企業および団体 

「自動車の未来、人と車のかかわり方（仮）」 
 （講演者調整中） 

（150） 

セッション２：コラボレートパネルディスカッション 

移 動 

15：30 

（10） 

17：00 

（160 / 150） 

（80） 

研究発表（会議室A/B） 

（160） 

会員による研究発表 
１６題（予定） 

12：50 ～ 15：30 

国連エコドライブ 

13：00 ～ 15：30 

（80） 

＊イベント学会：「ポスター発表 口頭発表」 

開会式 開会挨拶 谷 喜久郎 コラボレーションイベント総合プロデューサー 
株式会社新東通信 代表取締役会長 

主催者挨拶 Ibne Hassan.PhD  WAFUNIF代表 
新井野 洋一 イベント学会研究大会実行委員長 

愛知大学地域政策学部 学部長 

来賓挨拶 中村 利雄 日本商工会議所専務理事 



【口頭発表・ポスター発表エントリー募集要項】 

(１) 発表者（ファースト）の範囲 

イベント学会会員（法人会員、個人会員、準会員、自治体会員） 

イベント学会関係者（共催団体会員、イベント業務管理士） 

 

(２) 共同研究者 

共同研究者としてエントリーする方も、研究大会参加費用が必要になります。 

 

(３) 発表の条件 

イベントに関する研究（実践・理論・事例）であり、研究として完結し、未発表のものに限り

ます。 

 

(４) エントリー締切日 

9月11日（金） 

 

(５) エントリー方法 

イベント学会 WEB サイト内（www.eventology.org）の参加申込み（研究発表者用）にアク

セスして必要事項を記入して送信して下さい。 

受信後、実行委員会にてプログラム調整のうえ、確認のメールをお送りいたします。 

※参加費用は確認メールの案内に従って、10月16日（金）までにご入金ください。 

※応募多数の場合は実行委員会にて選考させていただきますのでご了承ください。 

 

【研究発表の詳細】 

(１) 募集件数と発表方法 

 口頭発表  

・ 募集件数： 16題（今後のプログラム構成によって変更の可能性があります。） 

・ 発表方法： 会議室A・Bの2会場で同時進行で行います。 

発表時間15分・質疑応答5分の合計20分。 

発表者としての登壇は一人1題に限ります。 

発表会場・開始時間は実行委員会にて決めさせていただきます。 

映像使用の場合（PPT等）は、その旨を申込書にご記入ください。 

ウィンドウズ PC は用意いたしますが、ご自身の MAC 等を使用される場合

は、事前に事務局までご相談ください。 

 ポスター発表  

・ 募集件数： 20題程度（今後の全体企画によって決定します） 

・ 発表方法： フロア内ホワイエおよび廊下に展示します。 

3分程度の口頭説明を順番に行っていただきます。 

《 第一部 11：50～12：40、  第二部 18：00～18：20 》 



(２) 「口頭発表抄録」原稿作成要領 

発表者は以下の要領で原稿を作成し、9月25日（金）までに提出して下さい。 

原稿はそのまま抄録集の印刷データとして使用しますので、指定の様式に従って作成して下

さい。 

① 提出ファイル形式：Microsoft Word（2000以降のdocまたはdocx）と「pdfデータ」。 

② 横書きA4版2枚以内で見開き印刷を想定して作成。 

③ ファイル名は発表者の氏名。 

④ 上下左右各2cm以上余白をとって作成。 

⑤ 演題は1行目または2行目を使用し、副題がある場合は行を改める。 

⑥ 演題・副題の文字は12ポイントのMSゴシック体を使用。 

⑦ 発表者氏名と共同研究者氏名は4行目と5行目を使用。 

所属機関は（  ）に入れ、氏名の後に記入。 

発表者には氏名の前に○印をつける。 

文字は、11ポイントのMS明朝体を使用。 

⑧ キーワードは6行目に2～5語程度。11ポイントのMS明朝体を使用。 

⑨ 本文は、7行目から記入。文字は、10.5ポイントのMS明朝体を使用。 

⑩ 本文は、1.目的、2.方法、3.結果、4.考察、5.結論など、簡潔にまとめ、研究発表内容が

読み取れるように記述。 

⑪ 写真および図表は、研究大会当日に配布する抄録集についてはモノクロ印刷。 

後日、ホームページへの掲載版については、希望によりカラーで表示可能。 

⑫ 抄録集用原稿（データ）は、9月25日（金）までにメールにて送付。 

※ 締切りを過ぎた場合、抄録集に掲載されない場合がありますので、ご注意下さい。 

 

(３) 「ポスター」作成要領 

① サイズは、A0（W841×H1189）以内で作成。 

② 現物を本人が持込み、当日朝9時までに本人が掲出。 

③ 最上部には、演題番号・演題・発表者氏名・共同研究者氏名・所属などを表記。 

(演題番号は、受付後に事務局が指定してご案内いたします。) 

 

(４) 「ポスター発表抄録」原稿作成要領 

「ポスター発表」も口頭発表と同様に、抄録集に原稿を掲載します。 

（2）「口頭発表抄録」原稿作成要領と同じ手順で、A4版1枚に作成し、9月25日（金） 

までにメールにてお送り下さい。   

 

(５) 著作権など 

① 口頭発表抄録の著作権はイベント学会に帰属するものとします。 

② 口頭発表抄録、発表風景の記録写真、ビデオ動画などを、会報などの印刷物や学会ホーム

ページに掲載することがありますので、ご了解ください。 



【各種締切り日程】 

「口頭発表・ポスター発表」 

・ エントリー締切  9月11日（金） 

・ 抄録集用原稿締切  9月25日（金） 

・ 入金締切り   10月16日（金） 

 

「研究大会」「レセプションパーティ」 

・ 参加申込み ／ 入金締切り 10月16日（金） 

 

【イベント学会会費】 

会員種別 入会金 年会費 対象 

個人会員 5,000円 10,000円 研究者・実務者等の個人 

法人会員 （１口）100,000円 （１口）100,000円 企業・団体等の法人 

自治体会員 20,000円 50,000円 地方自治体 

準会員 なし 2,000円 大学生・院生・専門学校生 

 

 

【問い合わせ先】 

イベント学会事務局 

〒102-0082 東京都千代田区一番町13－7 一番町KGビル3階 

 電話:03-5215-1680 FAX:03-3238-7834 e-mail: info_info@eventology.org 

 

※個人情報の取扱いについて 

申込みに際しての個人情報は、イベント学会の活動報告やイベント学会ニュースなどの情報提

供に利用させていただく場合があります。 

個人情報をご本人の同意なしに第三者に提供することはありません。 

（法令等により開示を求められた場合を除く） 
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