会員の皆様へ今後のご協力のお願い
次回は ISLIS 創立 20 周年記念の 39 回シンポジウムが、下記のように横浜国立大学にて開催されます。
各位におかれましては、以下の点で本会の一層の発展のためにご協力をお願い申し上げます。
1. 会員拡大へのご協力
2. 第 39 回生命情報科学シンポジウム（2015 年 3 月 14 日・15 日、於： 東邦大学医療センター
大森病院）への発表演題のお申込、ならびに周りの方をお誘いの上でのご参加。
3. 本学会誌の普及（定期購読申込：同誌 最終頁参照）
4. 学会財政基盤強化のための寄付金集め
5. 原著論文の投稿。

International Society of Life Information Science (ISLIS)
The20th Anniversary of Founding International Society of Life Information Science (ISLIS)

The 39th Symposium on Life Information Science
March 14-15, 2015, Toho University Omori Medical Center, Tokyo, Japan

創立20周年記念

第39回生命情報科学シンポジウム
ご案内と演題募集中

学術部門：第39回国際生命情報科学会（ ISLIS）学術大会
一般部門：第39回生命情報の科学フォーラム
主テーマ

シンポ日時

「未知なる科学への挑戦

Ⅱ」

2015年 3月14・15日（土・日）

シンポ会場：東邦大学

医療センター大森病院

5号館地下1階

臨床講堂

〒143-8541 東京都大田区大森西6-11-1
JR 蒲田駅 東口から・バス（約 7 分）2 番乗場「大森駅行」
「東邦大学」下車 ・タクシー（約 5 分）
JR 大森駅 東口から・バス（約 20 分）1 番乗場「蒲田駅行」
「東邦大学」下車 ・タクシー（約 10 分）
京浜急行 梅屋敷駅から ・徒歩（約 7 分）

参加費 ISLIS会員 3,000円、非会員前売り 5,000円、非会員当日 6,000円、懇親会費 4,000円
（非会員前売り価格：2015年3月10日までお振込み完了の場合のみ適用）

主催

国際生命情報科学会(ISLIS )

共催： 国際総合研究機構(IRI:アイリ)、 超党派国会議員連盟

人間サイエンスの会(NS)

本会は、生体機能、脳生理学、精神活動、東洋医学、伝統医学、代替医療、統合医療、超心理学、生体放射、
気、気功、精神集中、潜在能力、感覚外認識、精神的物理現象、生物特異機能などの実証的解明を行ない、21世紀の科
学・技術の新しいパラダイムを切り開き、人類の平和な文化と福祉に寄与することを目的とする学会です。

研究発表演題 申込方法 2014年10月末日までに発表希望者は希望セション名・演題(仮題可)・演者名・
所属・連絡方法と要約200字程度、発表希望方法を、任意の形式で下記 ISLIS本部事務局までE-mailまたはFax
でお申し込み下さい(予稿作成 英・和文11月末日まで)。ただし、研究発表の筆頭演者はISLIS会員に限ら
せていただきます(ただし、技功会員、賛助会員、一般会員は不可、これらの方は下記をお申し込み下さい)。
いまからの入会申込書も可。
発表希望方法は、下記項目よりご選択ください。
研究発表
1．・口頭発表 ／ ・ポスター発表
2．口頭発表の使用希望機材 ・パワーポイント／・OHP／・その他具体的に
体験発表・ワークショップ・実演・実技指導 申込方法 2014年12月末日までに演題(仮題可)・演者名・
所属・連絡方法と、実演内容の紹介文200字程度を、任意の形式で下記 ISLIS本部事務局までE-mailまたはFax
でお申し込み下さい。ただし、演者は ISLIS 会員に限らせていただきます。なお、申し込み多数の場合には、一
般会員・技功会員・賛助会員の発表を優先させていただくことがありますので、予めご承知願います。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第39回生命情報科学シンポジウム大会長
有田
副大会長 山本
河野

秀穂 国際生命情報科学会（ISLIS）会長、東邦大学 名誉教授
幹男 ISLIS 理事長・編集委員長、国際総合研究機構（IRI ）理事長
貴美子（プログラム委員長） ISLIS 副会長、国際総合研究機構（IRI ）副理事長

参加申し込み・お問い合わせ先 ：ISLIS 事務局・編集部

NPO法人 国際総合研究機構(IRI )内
〒263-0051 千葉市稲毛区園生町1108-2 ユウキビル40A
電話: 043-255-5481 Fax: 043-255-5482 E-mail: islis@a-iri.org

http://www.islis.a-iri.org/

Report on The 38th Symposium on Life Information Science
第 38 回生命情報科学シンポジウムの報告
山本

Mikio YAMAMOTO Ph.D.
Organizer of the 38th Symposium

The 38th Symposium on Life Information Science
was held
by the International Society of Life
Information Science (ISLIS) on August 23-26, 2014 at
Masutomi Hot Spring, Hokuto-City, Yamanashi, Japan.
In total, the participants spent about 500 man-days in
attending workshops, lectures and other symposium
activities.
A Public Lecture was co-sponsored by Hokuto City
and ISLIS whici about 270 persons attended. Many
interesting presentations and lectures were given and the
meeting halls were full of activities. The end result was
an excellent symposium worthy of an international
academic
society.
Experience-workshops
and
demonstrations were well-received and prompted much
lively debate. Climbing Mt. Mizugaki was done. A
concluding party was held and animated exchanges
continued throughout the evening.

幹男

第 38 回生命情報科学シンポジウム 大会長

第 38 回生命情報科学シンポジウムが国際生命情
報科学会（ISLIS）主催で 2014 年 8 月 23～26 日
（土～火）、山梨県北杜市増富温泉峡にて、第 8 回
目の合宿形式にて、とても有意義で、楽しく延 500
人ほどの参加者で成功裡に開催されました。今回は、
北杜市も後援し、「公開講座」も 270 人の参加で盛
大に行われました。講演、研究発表、ミニシンポジ
ウム、実演、体験的ワークショップ、セミナーなど
様々な発表があり、好評を博しました。夜までの多
くの自主交流会も活発に開催されました。瑞牆登山
も行われました。
毎日の懇親会では、活気ある交流が行われました。
下の写真。

公開講座

公開講座

特別講演 渥美和彦先生

セミナー

実技指導 触らず飛ばす 山﨑秀夫

実技指導 神沢瑞至先生

早朝気功指導 北川壽昭先生

レセプション ゴルフクラブで

