
======================================================================	 

**	 日本学術会議ニュース・メール	 **	 No.739**	 	 2021/2/5	 

======================================================================	 

１.【開催案内】	 

	 	 日本学術会議主催学術フォーラム「危機の時代におけるアカデミーと未来」	 

２.【開催案内】	 

	 	 公開シンポジウム「現代社会とアディクション」	 

３.【日本政府観光局からのお知らせ】	 

	 	 「国際会議主催者セミナー（オンライン）」のご案内	 

４.日本学術会議協力学術研究団体	 変更届提出のお願い	 

■--------------------------------------------------------------------	 

【開催案内】	 

	 日本学術会議主催学術フォーラム「危機の時代におけるアカデミーと未来」	 

--------------------------------------------------------------------■	 

【日時】2021年2月27日(土）14:00-17:00	 

【場所】オンライン配信	 

【主催】日本学術会議	 

【開催趣旨】	 

	 新型コロナ感染症や気候変動のみならず、自国第一主義の蔓延による多国間	 

	 主義の崩壊、世代間・ジェンダー・マイノリティといった様々な格差、長寿	 

	 命化に伴う生と死の倫理観の転換など、私たちは多重の危機下に置かれてい	 

	 る。そうした中で、人類の公共的な知的資産を継承し、新たな知識の発見や	 

	 技術の開発によって公共の福祉の増進に寄与すると共に、地球環境と人類社	 

	 会の調和ある平和的な発展への貢献を社会から負託されている存在であるア	 

	 カデミーはいかにあるべきか、昨今の状況も含めてその来し方行く先を展望	 

	 し、より求められ、望まれるアカデミーの役割発揮について議論する。	 

	 

【次第】	 http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/307-s-0227.html	 

【参加費】無料	 

【要・事前申し込み】	 

	 以下のURLからお申し込みください。	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0067.html	 	 	 	 	 	 

【問合せ先】	 

	 日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当	 

	 電話：03-3403-6295	 

	 

■--------------------------------------------------------------------	 

【開催案内】	 

	 公開シンポジウム「現代社会とアディクション」	 

--------------------------------------------------------------------■	 

【主催】日本学術会議基礎医学委員会・臨床医学委員会合同アディクション分	 

	 	 	 	 科会、基礎医学委員会神経科学分科会、臨床医学委員会脳とこころ分	 



	 	 	 	 科会	 

【共催】なし	 

【後援】脳科学関連学会連合、日本生命科学アカデミー、（公財）東京都医学	 

	 	 	 	 総合研究所	 

【日時】令和3年3月28日（日）13：30〜17：00	 

【場所】オンライン	 

【参加費】	 無料	 

【定員】	 500人	 

【事前申込み】	 要	 	 

	 	 https://forms.gle/YfHkUwozTs4QwSLk7	 

	 	 事前参加登録締切：2021年3月18日(木)	 

【開催趣旨】	 	 

	 	 アディクションは、物質依存のみならず行動嗜癖も含み、近年、特にコロ	 

	 ナ禍において大きな社会問題となっている。その研究・対策の必要性が法律	 

	 でも謳われているが、学術的な対策は不充分であり、病態解明や治療薬開発	 

	 は進んでいない。医療現場での対策と同時に学術活動も進める必要がある。	 

	 シンポジウムでは、今日のアディクションに関する様々な問題を解決するた	 

	 めの糸口を共有したい。	 

【プログラム】	 

	 http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/307-s-0328.html	 

【問い合わせ先】	 

	 addiction20210328*gmail.com（*を＠に変更）	 

■--------------------------------------------------------------------	 

【日本政府観光局からのお知らせ】	 

	 「国際会議主催者セミナー（オンライン）」のご案内	 

--------------------------------------------------------------------■	 

◆「国際会議主催者セミナー（オンライン）」のご案内	 

	 	 

	 日本政府観光局（JNTO）では、	 国際会議を主催する皆様に、会議の誘致や	 

開催のノウハウを提供させていただくために、「国際会議主催者セミナー」を	 

開催します。具体的に誘致・開催のご予定がある方はもちろん、今後の参考の	 

ためという方の参加も大歓迎ですので、ぜひご参加ください。	 

	 本セミナーは「国際MICE*エキスポ（IME2021	 Online）」のプログラムの一	 

環として開催されます。	 

（	 IME2021	 Onlineについて：https://www.ime2021.jp/	 ）	 

	 

	 第一部では、ウィズコロナ時代においてオンラインで開催された先進的な国	 

内、国際会議の事例をご紹介します。第二部ではポストコロナの会議開催手法	 

の一つとして、地域の活性化に寄与した国際会議（2019年高山市にて開催）	 

の実例をご紹介します。	 

	 ご参加を希望される皆様は、事前参加登録の上、是非セミナーにご参加くだ	 

さい。	 



	 

【開催概要】	 

開催日時：	 2021年	 2月	 25日（木）	 13：20	 〜	 14：30	 

開催方法：オンライン開催（オンデマンド配信を行うことも検討中）	 

参加費：無料（事前申込制）	 

申込方法：以下の	 URLより参加登録の上、登録完了メール	 の案内に沿って	 

ご参加ください。	 

https://zoom.us/webinar/register/WN_UNrMQYJtT7OYFJ7WqUweNw	 	 

申込締切：２月	 24日（水）	 日本時間	 17：00	 

	 

【セミナー内容】	 

	 内容の詳細については下記URLからご覧ください。	 

	 https://mice.jnto.go.jp/assets/docs/news/20210127.pdf	 	 

	 

【お問合せ先】	 

	 国際会議主催者セミナー事務局	 

	 東武トップツアーズ株式会社内	 

	 担当：石井	 ・	 布施	 

	 TEL	 :	 03-5348-2703	 

	 E-Mail：2020jnto_admin*tobutoptours.co.jp（*を＠に変更）	 

	 

【JNTO担当部署】	 

	 JNTO	 MICEプロモーション部	 誘致推進グループ	 

	 担当：野村・康・西込	 

	 TEL	 :	 03-5369-6015	 

	 E-Mail	 :	 conference_ambassador*jnto.go.jp（*を＠に変更）	 

	 

	 ※MICEとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（イ	 

	 ンセンティブ旅行）（Incentive	 Travel）、国際機関・団体、学会等が行う	 

	 国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）	 

	 の頭文字のことで、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総	 

	 称です。	 

	 

■--------------------------------------------------------------------	 

	 日本学術会議協力学術研究団体	 変更届提出のお願い	 

--------------------------------------------------------------------■	 

日本学術会議	 協力学術研究団体	 御中	 

	 

	 平素より日本学術会議の活動にご協力いただき、ありがとうございます。	 

	 

	 日本学術会議協力学術研究団体規程により、団体の届出内容（代表者、事務	 

局所在地、連絡先、URL等）に変更が生じた場合には、速やかに文書（変更届）	 



を郵送いただくこととなっております。	 

	 

	 様式は以下URLからダウンロードできますので、届出内容に変更が生じた団	 

体におかれましてはご対応いただきますようお願いいたします。	 

	 URL:	 http://www.scj.go.jp/ja/group/dantai/index.html	 

	 

	 現在の届出内容を確認されたい場合は、以下の問い合わせメールアドレスま	 

でご連絡ください。PDFにてお送りします。	 

	 

	 なお、学会名鑑とは協力体制にありますが、登録内容等が異なっております。	 

学会名鑑を更新しただけでは、変更届の提出とはなりませんのでご注意くださ	 

い。	 

	 

【問い合わせ先】	 

	 日本学術会議事務局	 協力学術研究団体担当	 

	 scj.kyoryoku-dantai.t5k*cao.go.jp（*を＠に変更）	 

★-------------------------------------------------------------------☆	 

	 日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 アカウントは、@scj_info	 です。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://twitter.com/scj_info	 

***********************************************************************	 

	 	 	 	 	 	 	 学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://jssf86.org/works1.html	 

***********************************************************************	 

=======================================================================	 

	 日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等へ	 

の転載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読み	 

いただけるようにお取り計らいください。	 

	 過去のメールニュースは、日本学術会議ホームページに掲載しております。	 

http://www.scj.go.jp/ja/other/news/index.html	 

	 

【本メールに関するお問い合わせ】	 

	 本メールは、配信専用のアドレスで配信されており返信できません。	 

	 本メールに関するお問い合わせは、下記のURLに連絡先の記載がありますの	 

で、そちらからお願いいたします。	 

=======================================================================	 

	 発行：日本学術会議事務局	 http://www.scj.go.jp/	 

	 	 	 	 	 〒106-8555	 東京都港区六本木7-22-34六本木7-22-	 

	 


