日本養生学会第 12 回大会（ようせいフォーラム 2011）のご案内（第 1 報）
寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
遅くなりましたが、ようせいフォーラム 2011 のご案内をさせていただきます。詳細が決まっていないところ
もありますが、今回はプログラムの概要、日程を中心にお知らせします。多くの皆様の参加をお持ちして
おります。なお、第 2 報は 2 月上旬、プログラムの送付は 3 月 15 日頃を予定しております。
【主 催】

日本養生学会

【期 日】

平成 23 年 3 月 21 日（月・祝）～22 日（火） （23 日（水） 熊野古道オプションツアー）

【会 場】

南紀勝浦温泉 ホテル浦島（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦 1165-2）
http://www.hotelurashima.co.jp/
最寄り駅 紀勢本線（きのくに線） 紀伊勝浦駅
東京方面から JR で来られる方は名古屋駅で在来線特急に乗り換えが便利です
現時点の時刻表
東京 6：16（のぞみ 3 号）－名古屋 7：53

8：08（ワイドビュー南紀 1 号）-紀伊勝浦 11:38

東京から飛行機（始発）
羽田 9：00－南紀白浜 10：20

タクシーで JR 白浜駅へ移動

JR 白浜駅 11：18－紀伊勝浦駅 12：34
九州方面から JR で来られる方は新大阪で乗換え
※春休み期間中のため、交通機関が混み合うことが予想されます。特に、航空便は少ないため満席にな
る可能性もあります。料金、融通性などから東京方面からは JR の名古屋乗換がお奨めです。
いずれにしましても早めの計画をお願いします。
上記理由により、参加申込〆切も早くなっております。
【参加費】

正会員（当日会員も含む）3,000 円

学生（院生・研究生）1,000 円

宿泊費 夕食（懇親会費）朝食込み 15,000 円前後 （第 2 報でご案内いたします。）
学生 13,000 円 （予定）
【大会役員】 大会会長 横沢喜久子 日本養生学会理事長
【組織委員】 大会実行委員長

藤永 博

（和歌山大学）

大会実行副委員長 片渕 美穂子（和歌山大学）
各委員

第 2 報でご案内いたします。

【大会事務局】 〒640－8510 和歌山県和歌山市栄谷 930
和歌山大学経済学部 藤永研究室
Tel：090-1895-4308

Mail：fujinaga@eco.wakayama-u.ac.jp

【プログラム】
大会テーマ 「今、なぜ養生か－思想と歴史的展開を振り返り、現代的意義について再考する－」（仮）
プログラムの概要
＜3 月 21 日（月・祝）＞
12:30～13:00 受付
13:00～13:10 開会式
13:15～15:30 シンポジウム

途中 1 回休憩（15 分間）

テーマ「養生思想の現代的意義―歴史と伝統に学ぶ」（仮）
昨年の養生法に関するシンポジウムに引き続き、今年は養生思想の現代的意義について理解を深
めていきます。「養生」の概念や思想およびその歴史的展開を振り返り、「人間形成」や「生活形成」と
の関係、あるいは養生の実践論や養生法への影響などに焦点を当ててみたいと思います。
１．基調講演 瀧澤利行（茨城大学） 「養生論の思想について」（仮）
２．パネルディスカッション
司会進行 平沢信康（鹿屋体育大学）
パネリスト 瀧澤利行（茨城大学）
片渕美穂子（和歌山大学）
他 2～3 名（交渉中）
15:45～16:45 特別研究会 「養生学における姿勢研究について－これまでの成果と今後の展開」
16:45～17:15 実技研修 「手当療法とリンパセラピーの実際」 佐藤彰（東京造形大学）
①癒せる手の作り方、②美顔と関節痛の治し方
17:15～17:45 総会
19:00～ 懇親会（会場 ホテル浦島）
＜3 月 22 日（火）＞
8:30～9:00
9:00～11:30

ワークショップ 「山伏神楽の身体技法」 近藤 清（スタジオ舞）
一般研究発表／実践報告

11:30～ 閉会式
閉会式後 熊野古道ウォーク（約 2.5km）
路線バスで大門坂バス停～大門坂～熊野那智大社～那智大滝～滝前バス停
滝前バス停から路線バスで紀伊勝浦駅へ （荷物は車で搬送）
○参考
JR 特急 紀伊勝浦駅 15 時 54 分－白浜 17 時 18 分－新大阪 19 時 51 分
航空便

南紀白浜空港 18 時 50 分－羽田 19 時 55 分

＊ダイヤ変更の可能性あり

ポストフォーラムイベント
＜3 月 23 日（水）＞
熊野古道オプションツアー
ようせいフォーラム 2011 実行委員会は、熊野古道オプションツアーをサポートします。熊野古道のロン
グコースは 2～3 日がかりとなります。荷物の運搬、リタイヤされる方への対応が必要となるため、「素人」
ではなかなかお世話ができません。そこで実行委員会では、半日で体験できる人気コースをご用意し、荷
物の運搬等のサポートをさせていただきます。行程は次のとおりです。
3 月 22 日
15:00（閉会式終了後）湯の峰温泉（日本最古の温泉）へ移動
周辺散策～宿泊（1 人 1 万円前後）
3 月 23 日
9:00～14:00 熊野古道ウォーク
「湯の峰温泉－熊野本宮大社」（「大日越」）約 3.4km
オプション・ウォーク 「熊野本宮大社－伏拝王子」往復約 6.6km
14:00 新宮駅あるいは南紀白浜空港に向け出発 路線バス（約 1 時間 30 分）
＊参加希望者の人数によって、プランの一部見直しをする場合があります。
○参考
和歌山県街道マップ（http://www.wakayama-kanko.or.jp/walk/index.html）
この他、23 日に高野山へ移動し、翌日高野山（金剛峯寺）めぐりをするツアーもあります。
昼には、宿坊にて精進料理を食べることもできます。
ご希望、ご意見をお寄せ下さい。

【参加申し込みについて】
参加申込用紙（別紙）を用いて、締め切り日までに E-メール(別紙を添付の形で)でお申し込み下さい。
参加申込期日： 2010 年 2 月 19 日（月）
申し込み先： 大会事務局 （和歌山大学 藤永 博）
fujinaga@eco.wakayama-u.ac.jp
＊ホテルの予約の都合上、例年より期日が少し早くなっております。ご了承ください。
【研究発表の申し込み・抄録等について】
一般研究発表担当（責任者）： 平工志穂（東京女子大学）
発表時間： １演題につき 15 分を予定（12 分発表、3 分質疑応答）
申込数により変更の可能性あり
発表資格： 発表者、共同研究者共に学会員であること。
期

日： 発表申し込み
抄録原稿

抄

2 月 28 日（月）
3 月 10 日（水）

録： 原則として A4 版 1 枚にまとめてください。
11 ポイント、2 段組
発表演題名
発表者氏名・所属（発表者に○）
図、表、写真も可

申込方法： 発表申し込み、抄録提出は下記にお願いします。
なるべく E-メールで下記にお願いします。
hiraku@lab.twcu.ac.jp

ようせいフォーラム２０１１参加申し込み

ふりがな
ご氏名 ：
住 所 ：
E-メール：
電話番号：

○ で囲んで下さい。
＊

大会参加（ 21 日、 22 日、 参加しない ）

＊

研究発表（ 申し込む、

＊

懇親会（ 参加する、

＊

熊野古道オプションツアー（23 日）（ 参加する、

ご連絡・ご希望など

申し込まない ）
参加しない

）
参加しない

）

