第 52回 空気調和・冷凍連合講演会 講演募集
第 52回 空気調和・冷凍連合講演会は,下 記 の要領で開催 します.会 員各位 は奮 ってご参加下さい

.

催 日本冷凍空調学会 (幹事学会), 日本機械学会,空気調和・衛生工学会
賛 エネルギー・資源学会,化 学工学会,可視化情報学会,計 測自動制御学会,同 王ガス保安協会
(予 定)
低温工学・超電導学会,電気設備学会,上 木学会, 日本エネルギー学会, 日本音響学会
日本空気清浄協会, 日本建築学会, 日本原子力学会, 日本混相流学会, 日本太陽エネルギー学会
日本鉄鋼協会, 日本伝熱学会, 日本熱物性学会, 日本燃焼学会, 日本 ヒー トアイラン ド学会
日本ボイラ協会, 日本流体力学会
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東京海洋大学海洋 工学部 85周 年記念会館 〔
東京都江東区越中島 228〕
かの
の会員であることが必要です 未力日
講演発表者 Q壇 者 )は ,い ずれ
期畿
入の方は,お 早め
に加入手続き 吹 会)を 取 って下さい
講演会最終 日 (グ 20)時 点で 35歳 未満の登壇者を対象に,優秀講演賞の審査 (過去受賞者を除く)
.

優秀講演賞

を行います.受 賞者 には表彰状 を授与 します
第 51回 空気調和・冷凍連合講演会 優秀講演賞受賞者 (3名 )
池田伸太郎 (東京大学太熟り :学 習的探索手法を用いた複数の再生可能エネル ギーを利用 した
熱源 システムの最適化
福井 遼 (芝 浦工業大学大朝
:既 成市街地における地域熱供給システムの需要家増大に関す
る研究 水熱源 ヒー トポンプ空調 と夕蛎ヴく
ネ ットワー クの連携
趙 浩欽 (東京海洋大学大学院):R134aの 相 塩流路内における気液二相上昇流 の流動特性
講演 申込は,講 演 申込書をホームページ lhttp:′ ￨… 。
israe.∝ ipの からダウンロー ドし,必 要 報 を
の上
の
で
言記入
, 日本冷凍空調学会 申込先 (下 記)ま ,電子メールの添付 ファイルにてお申し込み下
さい.受領次第,一 週間以内に申込受付のメール を返送 します (年末年始期間を除 く).
オーガナイズ ドセ ッションとして下記の講演を募集 します.詳 細は上記ホームページをご覧下 さい
OSl「 冷凍・空調分野 における要素技術の基礎 と応用」
∝2暢 窃槻繭型 エネルギー利用技術J
OS3「 空調・換気設備 の管理 と省エネルギー効果J
.

申込 方 法

講演の種類

.

講演申込時に OSl´ ЮS3ま たは一般セ ッションのいずれに申し込むかを必ず明記下さい
申込締切 日 2018年 1月 10日 (わ 必着
原稿締切 日 2018年 2月 28日 l■l必着
講演発表採否 講演発表の採否は,本講演会運営委員会 に一任願います
使 用機器
液晶プ ロジェクター
講 演 時 間 1題 あた り講演 15分 ,討論 5多ヽ 計 20分 (予O
i餅 .∝ip/の 原稿執筆方法を参照)
講 演 原 稿 M判 2〜 4枚 lhm:′嚇
・
参加登録費
会員 (共催 協賛団体を含む)7,000円 ,会員外 10,000円 ,学 生 3,000円 を予定いた します。
ただ し,こ の料金には講演論文集 CD■ CIM)を 含みます 講演発表者および参加者 輛講 されるか
には会期中,会 場にてお支払 いいただきますのでご承知おき下さい
希望者に1胡 J途 4,000円 で販売いた します 講演会に参加 されず,論 文集のみ購入を希望 される場合
講演論文集
の申込方法は,プ ログラム掲載時 (お よびホームペーカ に詳細をご案内いた します
著作権取扱等 幹事学会 (日 本冷凍空調学会)の 規定 lhm踵 、証∝∝ゎんs1/67o轟 遺詭indflに よります。
.
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問合せ 。申込先
〒10300H 東京都中央区日本橋大伝馬町 137日 本橋大富 ビル 5F
日本冷凍空調学会//窃郷 2回 空気調和・冷凍連合講演会係 (担 当 :催議R宇 田)
蕎 舌 ①の 5623 3223 FAX ⑬め 5623 3229 E mail:3rengo@jsraα on jp

