
   

 

You are cordially invited to the 25th JRCSA Annual Congress held  
in Matsuyama. 

 DATE 
3 November ～ 4 November, 2017 

 CONGRESS PROGRAM 
3 November (Fri.) 

11:30  Executives’ Meeting  
13:00  Opening Ceremony, General Assembly,  

JRCSA Awarding Ceremony 
14:00  Technical Session 
19:00  Banquet 

4 November (Sat.) 
9:00  Technical Session 

 VENUE 
Faculty of Agriculture Main Building, Ehime University 
3-5-7 Tarumi, Matsuyama, Ehime 790-8566 
Phone: 089-946-9886 (Executive Committee) 
<Banquet Place> 
Dogo Yamanote Garden Place 
459-1 Dogosagidani-cho, Matsuyama, Ehime 790-0836 
Phone: 089-933-3655 

 TOPICS 
Rainfall and Runoff 
Forest Hydrology 
Water Resources Recharge and Purification by Forests 
Groundwater Recharge and Flood Mitigation by Paddies 
Water Resources and the Environment 
Rainwater Harvesting Technology 
Rainwater Storage Technology 
Rainwater Use in Rural Areas 
Rainwater Use in Urban Areas 
Rainwater Use in Islands 
Wise-use and Conservation of Irrigation Tanks 
Design and Management of Hydro-Ecological Facilities 
Advanced Water Control and Management Technology 
Hydropower development in water use systems 

 REGISTRATION 
Congress/Banquet 

1/  Register through the JRCSA Web Page (http://rain.jp/), or 
fill in the registration form <I> attached below and send it 
to the Executive Committee by post or fax. 

2/  Deadline: 20 October 2017 (Fri.) 

Paper Contribution 
1/  Register through the JRCSA Web Page (http://rain.jp/), or 

fill in the registration forms <I> and <II> attached below 
and send them to the Executive Committee by post or fax. 

2/  "Instruction to Authors" for paper contribution is available 
in the JRCSA Web Page (http://rain.jp/). 

3/  Deadlines: 
6 October 2017 (Fri.) for application of contribution 
13 October 2017 (Fri.) for paper submission 
Submit the paper to the Executive Committee. 

 

第25回日本雨水資源化システム学会大会（松山市）を下記に
より開催しますので，奮ってご参加下さい． 

開催日時 
平成 29年 11月 3日（金）～11月 4日（土） 

大会プログラム 
11 月 3 日（金） 

11：30  役員会 
13：00  開会式，総会，学会賞表彰式 
14：00  研究発表会 
19：00  情報交換会 

11 月 4 日（土） 
 9：00  研究発表会 
 

会場 
愛媛大学農学部本館大会議室 
愛媛県松山市樽味 3-5-7/〒790-8566 
Phone：089-946-9886（大会事務局） 
＜情報交換会会場＞ 
道後山の手ガーデンプレイス 
〒790-0836 愛媛県松山市道後鷺谷町 459-1 
Phone：089-933-3655 

テーマ 
降雨と流出 
森林水文 
森林のもつ水資源涵養・水質浄化機能 
水田のもつ地下水涵養・洪水緩和機能 
水資源と環境 
雨水ハーベスティング技術 
雨水貯留技術 
農村の雨水利用 
都市の雨水利用 
島嶼部の雨水利用 
ため池の有効利用と保全 
水利－生態系施設の設計と管理 
高度水制御・管理技術 
利水システムを利用したエネルギー開発 

参加申込 
研究発表／情報交換会 

1/ 学会HP（http://rain.jp/）からお申し込み下さい．あるいは
「申込票」<I>に必要事項を記入の上，大会運営委員会
に郵送またはファックスでお申し込み下さい． 

2/ 参加申込期限：平成29年10月20日（金） 

研究発表講演 
1/ 学会HP（http://rain.jp/）からお申し込み下さい．あるいは
「申込票<I>」および「申込票<II>」に必要事項を記入の
上，大会運営委員会に郵送またはファックスでお申し込
み下さい． 

2/ 執筆要領はHP（http://rain.jp/）で閲覧できます． 
3/ 申込・提出期限および提出先 
講演申込：平成29年10月6日（金） 
講演要旨提出：平成29年10月13日（金） 
講演要旨提出先：大会運営委員会事務局 

 

25th JRCSA Annual Congress/Announcement 

第 25回日本雨水資源化システム学会大会/開催案内 
 



 FEES 
Congress (incl. Proceedings): Regular 5,000 yen 

Students 2,000 yen 
Banquet: 5,000 yen 
Fees should be paid on-site, or can be paid in advance by postal 
transfer (form is available from the Association Secretariat). 

 CONTACT 
<Executive Committee> 

Faculty of Agriculture, Ehime University 
3-5-7 Tarumi, Matsuyama, Ehime 790-8566 
General: Noriyuki Kobayashi 

(Graduate School of Agriculture, Ehime University) 
Phone & Fax: 089-946-9929 
E-mail: kobayashi.noriyuki.mu@ehime-u.ac.jp 
Secretariat: Tomoki Izumi 

(Graduate School of Agriculture, Ehime University)  
Phone & Fax: 089-946-9886 
E-mail: t_izumi@agr.ehime-u.ac.jp 

<Association Secretariat> 
Secretary General: Hidekazu Yoshioka 

(Faculty of Life and Environmental Science, Shimane 
University) 

1060, Nishikawatsu-cho, Matsue 690-8504 
Phone: 0852-32-6541    
E-mail: yoshih@life.shimane-u.ac.jp 

 ACCESS TO VENUE 
【JR Matsuyama Station】  20 minutes by taxi, or 25 minutes by 
bus (No.8) to “Nougakubu Mae”  
【Iyotetsu Matsuyama-city Station】 15 minutes by taxi, or 20 
minutes by bus (No.8) to “Nougakubu Mae” 
【Matsuyama Airport】 Take limousine bus to “JR Matsuyama 
Station” or “Iyotetsu Matsuyama-city Station”, then change to the 
bus (No.8) bound for Dogo Onsen (via Higashino) and get off at 
“Nougakubu Mae”.  

 ACCOMMODATIONS 
Participants are kindly requested to arrange their accommodations 
by themselves.  

 
 

  

参加費 
大会参加費（講演要旨集代を含む）：一般 5,000円 
                               学生 2,000円 
情報交換会費：5,000円 
参加費は，当日お支払い下さい．事前のお支払いをご希望
の場合は，郵便振込用紙を学会事務局にご請求ください． 

申込先および連絡先 
＜大会運営委員会＞ 
愛媛県松山市樽味 3-5-7/〒790-8566 
愛媛大学農学部 
委員長：小林範之 

（愛媛大学大学院農学研究科） 
Phone & Fax：089-946-9929 
E-mail：kobayashi.noriyuki.mu@ehime-u.ac.jp 
事務局：泉 智揮 

（愛媛大学大学院農学研究科） 
Phone & Fax：089-946-9886 
E-mail：t_izumi@agr.ehime-u.ac.jp 

＜学会事務局＞ 
事務局長：吉岡秀和 

（島根大学生物資源科学部） 
松江市西川津町 1060/〒690-8504 
島根大学生物資源科学部 
Phone：0852-32-6541 
E-mail：yoshih@life.shimane-u.ac.jp 

交通のご案内（愛媛大学樽味キャンパス） 
【JR松山駅】 タクシー20分，あるいは 8番線（東野経由）
道後温泉駅前行き「愛大農学部前」下車 25分 
【伊予鉄 松山市駅】 タクシー15分あるいは 8番線（東野
経由）道後温泉駅前行き「愛大農学部前」下車 20分 
【松山空港】 リムジンバス，「JR松山駅」あるいは「松山市
駅」下車，8番線（東野経由）道後温泉駅前行きに乗り換え
「愛大農学部前」下車 

 
宿泊のご案内 
宿泊は，恐れ入りますが各自でご手配下さい． 

 

会場案内図（愛媛大学農学部） 

Site Map of Congress Venue (Faculty of Agriculture, Ehime University) 



 

REGISTRATION FORM ＜I＞ for participation 申込票＜I＞：研究発表会/情報交換会 参加申込用 

25th JRCSA Annual Congress 

REG. FORM FOR PARTICIPATION 

第25回日本雨水資源化システム学会大会 

参加申込票 

Name 
   
 Surname Given Name Middle Initial(s) 

氏名/ふりがな 

Position/Affiliation 役職/所属 

Mailing Address 

 

 

 

住所 

Phone : Fax : E-mail : 

Congress (Nov. 3-4) 

  attend  not attend 

研究発表会（11月3日-4日） 

  参加   不参加 

Banquet (Nov.3) 

 attend          not attend 

情報交換会(11月3日)  

   参加   不参加 

 

 

 

 

REGISTRATION FORM ＜II＞ for paper contribution 申込票＜II＞：発表申込用 

25th JRCSA Annual Congress 

REG. FORM FOR PAPER CONTRIBUTION 

第25回日本雨水資源化システム学会大会 

研究発表申込票 

Name 
   
 Surname Given Name Middle Initial(s) 

氏名/ふりがな 

Affiliation 

 

 

所属 

Mailing Address 

 

 

 

住所 

Phone : Fax : E-mail : 

Presentation Title 

 
 

 

発表課題 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 The Journal of Rainwater Catchment Systems aims at providing 
researchers and engineers engaged in development and/or utiliza-
tion of water resources with timely access to knowledge and in-
formation on rainwater catchment systems, and offers publication 
outlet for papers such as original papers, critical reviews or tech-
nical/commentary notes that contribute to this aim. 

 At least one JRCSA member should be included among the au-
thors of a paper. This is not applicable to the author(s) commis-
sioned by JRCSA to write a paper. 

 Manuscripts should be prepared using Microsoft Word, Ichitaro, 
or TeX/LaTeX, following the Instructions to Authors (I). 

 Manuscripts submitted for publication should be sent to the Editor 
in Chief by postal or electronic mail. A postal submission must 
include one printed copy of the manuscript in an envelope marked 
“Submission of JRCSA manuscript” in red ink. An electronic 
submission must include a PDF file of the manuscript with the 
subject line “Submission of JRCSA manuscript”. 

Noriyuki Kobayashi, Prof. 
Editor in Chief 
Japan Rainwater Catchment Systems Association/JRCSA/ 
c/o Course of Rural Engineering, Graduate School of Agricul-
ture, Ehime University 
3-5-7 Tarumi, Matsuyama, 790-8566 Japan 

E-mail: nkoba@agr.ehime-u.ac.jp 

 
 The Editorial Board decides whether every particular manuscript 

should be accepted as it is, revised, or rejected. 
 Manuscripts are peer-reviewed according to the peer-review 

guidelines prescribed. 
 The amount due JRCSA by the author(s) is 20,000 yen for an 

accepted paper, which is not applicable to the authors invited by 
JRCSA.  

 Authors are charged extra fees for part of the manuscripts ex-
ceeding 6 pages in length, and color printing. For manuscripts 
exceeding 6 pages, the charge is 3,000 yen per excess page. For 
color printing, the charge is 25,000 yen per page. 

 Authors are charged at the rate of 5,000 yen for 50 reprints. 
 JRCSA holds all rights including the copyrights of published pa-

pers. 

 日本雨水資源化システム学会誌 (Journal of Rainwater 

Catchment Systems)は，水資源の開発と利用に携わる研究
者，技術者に対して雨水の資源化に関する最新の研究成
果や情報を迅速に提供することを目的として刊行し，この目
的に寄与する著作（原著論文，研究（文献）解題，技術評
論/解説）を掲載するものである． 

 投稿論文の著者には，少なくとも１人の日本雨水資源化シ
ステム学会会員が含まれていなければならない．ただし，
同学会が特別に寄稿を依頼した場合についてはこの限り
ではない． 

 原稿は文書作成ソフト（MS-Word，一太郎，Tex等）で作成
されたものに限る．書き方は別途定める「執筆要領（英文原
稿は「執筆要領（Ⅰ）」，邦文原稿は「執筆要領（Ⅱ）」）」によ
る． 

 原著論文等の投稿に当たっては，出力原稿1部を下記編
集委員長宛に郵送，あるいはpdfファイルをE-mailにて提出
する．なお，郵送の場合は封筒に「投稿論文在中」と朱書
き，E-mail の場合は表題に「JRCSA論文原稿の投稿」と表
記すること．  

愛媛県松山市樽味 3-5-7 /〒790-8566 

愛媛大学大学院 農学研究科 地域環境工学コース 

E-mail: nkoba@agr.ehime-u.ac.jp 

日本雨水資源化システム学会 

編集委員長 小林 範之 
 

 編集委員会は，投稿された原稿に対し，そのまま掲載可，
要修正，掲載不可，のいずれかの判定を下す． 

 原著論文等の審査は別途定めた「投稿論文審査要領」に
よる． 

 受理された原著論文等の掲載料は2万円とする．ただし，
学会が特別に依頼した場合についてはこの限りではない． 

 原稿の長さが6ページを超えた場合，1ページあたり3,000

円，カラー印刷の場合には，1ページあたり25,000円を，著
者が負担する． 

 別刷は50部につき5,000円の割で著者が負担する． 

 掲載された原著論文等の著作権は日本雨水資源化システ
ム学会に帰属する．掲載された原著論文等の著作権は日
本雨水資源化システム学会に帰属する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Guideline & Instructions to Authors 

学会誌論文投稿規程及び執筆要領 

 



 

 

 

RCSA members are invited to submit nomination of candidates 
for JRCSA Award with the nomination form below. Award candi-
dates must be nominated until the end of every March. Please re-
fer to the JRCSA award bylaw at 
 http://www.rain.jp/02_management.htm. 
The completed form should be sent via postal mail to: 

Prof. Kazuhito Sakai 
Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus 
1 Senbaru, Nishihara-cho, Okinawa, 903-0213 Japan 

日本雨水資源化システム学会賞（学術賞・奨励賞）候補者を以
下の様式にてご推薦ください．締切りは 3 月末日です．表彰規
程はホームページ http://www.rain.jp/02_management.htm をご
参照ください． 
送付先: 
〒903-0213 沖縄県西原町字千原 1番地 

琉球大学農学部 
酒井 一人 

 

平成  年  月  日 

 

平成○○年度日本雨水資源化システム学会賞候補推薦書 

 

日本雨水資源化システム学会 

表彰委員会 委員長 殿 

 

 推薦者 所属 

 氏名 印 

 住所 

 E-mail 

 

平成○○年度日本雨水資源化システム学会賞候補者を下記の通り推薦します． 

 

記 

1．学会賞の区分 ○ ○ 賞 

2．学会賞候補者・所属 

3．賞の表題 

 

対象業績（一覧） 

別刷りあるいは参考となる資料を添付してください． 

 

4．推薦要旨（1,000字程度） 

以上 

 

 

  

Call for Nomination of Candidates for JRCSA Award 

雨水資源化システム学会賞候補の推薦 

 



 
 

We look forward to being able to welcome you as a JRCSA member! 
If you have not been able to decide yet, we will be happy to provide 
you with more detailed information. Please do not hesitate to contact 
us at JRCSA Secretariat; 

Japan Rainwater Catchment Systems Association 

c/o Faculty of Life and Environmental Science, Shimane 

University, Nishikawatsu-cho 1060, Matsue 690-8504 JA-

PAN 

Tel & Fax :+81-852-32-6541  

E-Mail : yoshih@life.shimane-u.ac.jp 

For membership application, please fill out the application form at-
tached below to send it by post or fax, or provided in the JRCSA 
Home Page to send it through the Internet visiting the site; 

http://www.rain.jp 

雨水資源化システム学会では，会員を募集しています．まだご
入会でないなら，この機会に是非ご入会下さい．学会について
の詳しい内容は，お気軽に下記事務局にお問い合わせくださ
い． 

日本雨水資源化システム学会事務局 

島根大学生物資源科学部地域環境科学科気付 

松江市西川津町1060 〒690-8504 

Tel & Fax :0852-32-6541 

E-Mail : yoshih@life.shimane-u.ac.jp 

ご入会いただく場合は，下記の「入会申込票」を郵送または
FAXにて学会事務局宛お送りいただくか，学会の下記ホームペ
ージからインターネット経由で入会手続きを行ってください． 

http://www.rain.jp 

JRCSA Membership Application Form /JRCSA入会申込票 

  Name /氏名(ふりがな)              Date of Birth /生年月日    Academic Career/最終学歴 

                                                                  
   Surname/姓   Given Name/名   Middle Initial(s) 
  
  Affiliation /所属 

  Mailing Address /住所 
  
  Phone:                Fax:      E-mail: 
 
  Membership Categories /会員種別 
  tick one box only and fill in the blanks for supporting member/何れかをチェックし，賛助会員の場合は口数・合計を記入して下さい． 

 Individual Regular Member: Non-Student /個人正会員：一般会員 
     Annual Dues /年会費：¥5,000 
 Individual Regular Member: Student /個人正会員：学生会員 

    Annual Dues /年会費：¥2,000 
 Supporting Member /賛助会員 

   Annual Dues /年会費：¥30,000×    units/口 = total/合計  ¥               

  Year from which membership to run : /入会年を記入して下さい 
 
     1 April            / 平成     年４月１日より 
 
  Payment is only accepted in YEN by Postal Transfer or by direct charge to our bank account/会費は郵便振替口
座にて納入して下さい 

 
 Postal transfer/郵便振替 

Account/口座番号 ：  01300-9-91734 
Holder/加入者名 ：  Nihon Usui Shigenka Sisutemu Gakkai 

日本雨水資源化システム学会（ニホン ウスイ シゲンカ システム ガッカイ） 
 

   Signature and/or Seal /署名捺印：                                      

 
Please fill in this form and return to the Association Secretariat /本入会申込票に必要事項をご記入の上学会事務局宛お送り下さい 

 

 

 

JRCSA Membership Application 

雨水資源化システム学会会員募集 

 



 


