
【参加者募集】 

2013 年度 韓国廃棄物学会の春の学会について 

 

廃棄物資源循環学会 国際委員会 

 

次の通り、韓国廃棄物学会の春の討論会への参加者を募集します。奮ってご参加ください。なお、必ず、

直接のエントリー後、国際委員会幹事への連絡をお願いたします（研究室等でまとめてご連絡頂いても

結構です）。 

 

国際委員会幹事への連絡事項【研究室等でまとめてでも結構です】 

2013 年 4 月 5 日までにご連絡ください。 

① 所属・参加者名 

② 連絡先（e-mail、電話番号）※研究室等の場合は代表者だけでも良い 

③ 宿泊日 ※複数の場合は、何日、何人で、何部屋に宿泊したいかご連絡ください。1 部屋 1 万円程度

で、5～6 名でシェア可能（スィートルームのようなイメージ）と伺っております。部屋単位で、直

接お支払頂くことになると思います。 

【例】5 月 8 日～10 日 4 名 1 室、11 日 3 名 1 室（11 日に 1 名帰国） 

④ ツアー（5 月 11 日）への参加の有無 ※複数の場合は人数（及び名前） 

⑤ アクセス方法や希望（貸切バスを希望される場合は、予定しているフライトもお知らせください） 

⑥ 国際ハイブリッドセッションへの参加 ※複数の場合は全員の名前 

★連絡先：京都大学環境科学センター 浅利美鈴（misuzuasari@eprc.kyoto-u.ac.jp） 

 TEL：075-753-7711（不在時は 7700 へご伝言ください。折り返します。） 

 

 

1. 開催日時：2013 年 5 月 9 日、10 日 

2. 場所：Danyang（丹陽） in North Chungcheong（忠清北道）※アクセスについては、後で詳しくご紹

介しております。 

 

3. プログラム（予定） 

5 月 9 日（木） 午前 開会 

午後 国際シンポジウム・・・テーマ：E-waste と ELV 

国際セッション（短いプレゼンとポスターのハイブリッドセッション） 

夜 懇親会（韓国）＆若手の会 

5 月 10 日（金） 終日、日本人向けツアー（先着 40 名）貸切バス（ランチ含む参加費：無料～

1,000 円程度の予定）・・・周辺のリサイクル関連施設や名所を回る予定です。 

        ※ご参加の方は、時間の都合上、原則として夜の宿泊が必要となります。 

5 月 11 日（土） 帰国 

 



4. 宿泊 

指定の宿泊施設があります（それしかありません）。1 カ月前までに、日本人分をまとめて連絡しま

すので、国際幹事への連絡事項に加えてください。 

 

5. 国際セッションへの申込及び要旨の提出等について 

・ タイトルの提出期限：2013 年 3 月 27 日 

・ 要旨の提出締め切り：2013 年 4 月 5 日 

※extended abstract (MS-word or pdf file, 1 page) 

※The format of the extended abstract can be found at KSWM website 

(http://www.kswm.or.kr). 

・ プレゼンテーションファイルの送付期限：2013 年 4 月 29 日 

※ppt file ( 1~2 pages considering 2 min. for each presentation) 

・ 提出は KSWM office へ e-mail で：kswm@daum.net 

 

 

≪アクセス≫ 

1) Resort shuttle bus: 

From Incheon airport to sports complex subway station in Seoul by airport limousine (No. 6006) 

or by subway line 2  From here to DaeMyung Resort by resort shuttle bus.  

It is noted that the bus service is only one time/day at a.m. 09:30 (at sports complex subway 

station) and also the reservation is mandatory. 

2) Local bus: 

From Incheon international airport to Dong Seoul Terminal by subway line 2 ( at Gangbyeon 

station)  From Dong Seoul terminal to Dangyang terminal by local bus  From Dangyang 

terminal to DaeMyung Resort by Taxi. 

3) Express bus: 

From Incheon international airport to Seoul express bus terminal by airport limousine (Nos. 6000, 

6020, 6040) or by subway (lines 3, 7, 9 at express bus terminal station)  From Seoul express bus 

terminal to Jecheon city terminal by express bus  From Jecheon city terminal to DaeMyung 

resort by Taxi. 

4) Train: 

From Incheon international airport to Cheongyangni station in Seoul by subway line 1  From 

Cheongyangni station to Danyang station by train  From Dangyang station to DaeMyung resort 

by Taxi. 

まずタイトルを、2013 年 3 月 27

日までに、韓国の学会へ直接お申

込みください。 



 

5) For your convenience, we can reserve a bus between Incheon international airport and DaeMyung 

resort. In that case, it takes around 1,000,000 Korean Won for a round trip (for 45 persons). 

 

 

 

 

 

Please, find out transportation information as below. 

- Express bus: http://www.kobus.co.kr/web/eng/index.jsp  

- Subway: http://www.seoulmetro.co.kr/eng/  

- Train: http://www.korail.com/ 

- Airport limousine: http://www.airport.kr/airport/traffic/bus/busList.iia?flag=E  

- Local bus: (no English service) 

 

 

 

★貸切バスを希望する方が 20 人程度以上の場合は、依頼する予定です 

・ 予定：5 月 8 日夕方、Incheon 空港集合 → 5 月 11 日朝、Incheon 空港へ 

・ 20 人いれば、1 人 5,000 円（往復） 

※催行の可否は、4 月 10 日前後に決定する予定です。 


