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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.1 (2007. 1. 22)     ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
            UVSOR 利用者懇談会総会の報告 
 
                         UVSOR 利用者懇談会事務局 
 
    放射光学会の二日目(１月１３日)、UVSOR 利用者懇談会総会が２０名の 
ユーザーの出席で行なわれました。 
 
１．日野会長からの報告 
 今年の１１月にＵＶＳＯＲのユーザーミーティングを開催する予定です。 
多くのユーザーの方に参加していただいて、最新の成果を報告していただきたいと 
思いますのでよろしくおねがいします。 
 
２．UVSORII の施設現状報告(小杉施設長) 
 小杉施設長のほうから、UVSORII の施設現状報告があり、最近の壁の設置による 
運転体制（夜間の運転が可能になる）、自由電子レーザーの現状などの報告など 
がありました。 
 ユーザー関連のニュースとしては新しいユーザー部屋が旧レーザーセンターのところに 
設置されるそうです。 
 
以上です。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊     UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.2 (2007. 8. 27)   ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
USVSOR ユーザーズミーティングのお知らせ（予告編） 
 
これまで隔年で開催されております UVSOR ユーザーズミーティングを１１月１５，１６

日に開催いたします。 
普段はマシンタイムの関係などで、UVSOR のユーザーの方がそろって顔を合わせること

は難しいですが、この 
ユーザーズミーティングではそれぞれのビームラインでどのような研究がなされているか

を知ることができ 
ます。また、皆様方の研究の上に役立つ情報を収集するよい機会でもあります。ビームラ

インのユーザーの 
方は下記の要項をご参考の上、奮ってご参加の上、日頃の研究成果をご報告下さるようお

願いします。 
 
 
ユーザーズミーティング募集要項 
 
開催日時  ２００７年１１月１５−１６日 
  （１５日の午後に始めて１６日の夕方に終了の予定です） 
場所  岡崎コンファレンスセンター 
 
報告は口頭発表とポスターにて行います。 
発表の募集は、９月下旬か１０月始めに行う予定です。学会ではありませんので、成果が

出ていない途中経 
過でも結構です。UVSOR から旅費の援助が有りますので、学生の方も奮ってご応募下さ

るようお願いします。 
 
注記 本ユーザーズミーティングの報告状況や UVSOR Activity Report の執筆状況によ

り、マシンタイムの割 
り当てに影響が出る可能性もありますので、各研究グループの方は必ず研究報告を行うよ

うご配慮下さい。 
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ＵＶＳＯＲ利用者懇談会会長 
日 野  照 純 
hino@eng.ehime-u.ac.jp 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.3 (2007.09.11)      ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
残暑厳しいおり、皆様いかがおすごしでしょうか。 
 
さて、ＵＶＳＯＲユーザー懇談会ではユーザーの研究成果を公表していただく 
場として、２年に一回、ＵＶＳＯＲユーザーズミーティングを開いてまいりま 
した。今年も、最新の加速器およびビームライン状況を知り、さらに各ユー 
ザー間の活発な意見・情報交換を行うために、本ミーティングを添付ファイルの 
のように開催したいと思います。 
（添付のユーザーミーティング開催要項をご覧ください） 
 
報告は口頭発表とポスターにて行います。また学会ではありませんので、成果 
が出ていない途中経過でも結構です。また、UVSOR から旅費の援助が有りますの 
で、（予算には限りがありますが）学生の方も奮ってご応募下さるようお願い 
します。 
 
 
開催日時： ２００７年１１月１５日（木）１３：００頃－１６日（金） 
１６：００頃 
開催場所： 岡崎自然科学研究機構コンファレンスセンター 
 
申し込み先：下記のフォーマットに従い、ご記入し、 
Subject を「ワークショップ申込み」として 
uvsor@ims.ac.jp 
までメールで送付してください。（締め切り１０月２２日（月）） 
 
なお、ロッジは研究会用に確保してありますが、 
ロッジは数に限りがありますので早めにお申し込みください。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
氏名： 
所属： 
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職名： 
〒、住所（報告書送付用）： 
e-mail: 
発表の有無および希望する形式：口頭発表 ポスター発表 無 
ロッジ宿泊希望： 有（＊日から＊日まで＊泊＊日） 無 
旅費の必要の有無： 有  無 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
また、添付ファイルのフォーマットでＡ４一枚の要旨をおねがいします。（締 
め切り１０月２６日（月）） 
Subject を「ワークショップ原稿」として 
uvsor@ims.ac.jp 
までメール添付して、送付してください。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.4 (2007. 10. 4)     ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
日いちにちと涼しくなるこの頃、皆様いかがおすごしでしょうか。 
 
さて、前回お知らせしましたように、１１月１５日と１６日にＵＶＳＯＲユー 
ザーズミーティングを開催する予定です。現在のところ１０人ほどの方からお申 
し込みがありました。 
 
お申し込みがまだの方は、１０月２２日（月）が締め切りとなっておりますの 
で、よろしくおねがいします。 
 
報告は口頭発表とポスターにて行います。また学会ではありませんので、成果 
が出ていない途中経過でも結構です。また、UVSOR から旅費の援助が有りますの 
で、（予算には限りがありますが）学生の方も奮ってご応募下さるようお願い 
します。 
 
以上よろしくおねがいします。 
 
ＵＶＳＯＲユーザーズミーティング事務局 
 
 
記 
 
開催日時： ２００７年１１月１５日（木）１３：００頃−１６日（金） 
１６：００頃 
開催場所： 岡崎自然科学研究機構コンファレンスセンター 
 
申し込み先：下記のフォーマットに従い、ご記入し、 
Subject を「ワークショップ申込み」として 
uvsor@ims.ac.jp 
までメールで送付してください。（締め切り１０月２２日（月）） 
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なお、ロッジは研究会用に確保してありますが、 
ロッジは数に限りがありますので早めにお申し込みください。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
氏名： 
所属： 
職名： 
〒、住所（報告書送付用）： 
e-mail: 
発表の有無および希望する形式：口頭発表 ポスター発表 無 
ロッジ宿泊希望： 有（＊日から＊日まで＊泊＊日） 無 
旅費の必要の有無： 有  無 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
また、Ａ４一枚の要旨をおねがいします。（締め切り１０月２６日（月）） 
Subject を「ワークショップ原稿」として 
uvsor@ims.ac.jp 
までメール添付して、送付してください。 
 
ファオーマットなどはホームページにあります。 
http://www.uvsor.ims.ac.jp/usernews/uvsornew/registration/071115.html
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.5 (2007. 10. 16)     ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
朝晩には寒さを感じるこの頃ですが、皆様いかがおすごしでしょうか。 
 
さて、２回ほどお知らせしましたように、１１月１５日と１６日にＵＶＳＯＲユーザーズ

ミーティング 
を開催する予定です。現在のところ２５人ほどの方からお申し込みがありました。 
 
お申し込みがまだの方は、１０月２２日（月）が締め切りとなっておりますので、ぜひ御

参加よろしく 
おねがいします。まだ、少々、ＵＶＳＯＲからの旅費の予算があるそうです。ぜひ、学生

の方も奮って 
ご応募下さるようお願いします。 
 
以上よろしくおねがいします。 
 
ＵＶＳＯＲユーザーズミーティング事務局 
 
 
記 
 
開催日時： ２００７年１１月１５日（木）１３：００頃－１６日（金）１６：００頃 
開催場所： 岡崎自然科学研究機構コンファレンスセンター 
 
申し込み先：下記のフォーマットに従い、ご記入し、 
Subject を「ワークショップ申込み」として 
uvsor@ims.ac.jp 
までメールで送付してください。（締め切り１０月２２日（月）） 
 
なお、ロッジは研究会用に確保してありますが、 
ロッジは数に限りがありますので早めにお申し込みください。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
氏名： 
所属： 
職名： 
〒、住所（報告書送付用）： 
e-mail: 
発表の有無および希望する形式：口頭発表 ポスター発表 無 
ロッジ宿泊希望： 有（＊日から＊日まで＊泊＊日） 無 
旅費の必要の有無： 有  無 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
また、Ａ４一枚の要旨をおねがいします。（締め切り１０月２６日（月）） 
Subject を「ワークショップ原稿」として 
uvsor@ims.ac.jp 
までメール添付して、送付してください。 
 
ファオーマットなどはホームページにあります。 
http://www.uvsor.ims.ac.jp/usernews/uvsornew/registration/071115.html 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.6 (2007. 12. 12)    ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
UVSOR 利用者懇談会総会のお知らせと世話人投票のお願い 
 
                         UVSOR 利用者懇談会事務局 
 
放射光学会の初日(１月１２日)、UVSOR 利用者懇談会総会を開催致します。皆様、 
ふるってご参加下さい。 
 
また、会員確定していただいた方には、お手元に世話人投票依頼の手紙が届いて 
いる（または数日中にとどく）と思います。お手数ですが、投票よろしくおねが 
いします。締め切りは１２月２１日（金）（消印有効）です。 
 
 
   記 
 
UVSOR 利用者懇談会総会 
 
日時：２００８年１月１２日 （土）１０時００分−１１時００分 
 
場所：立命館大学びわこ草津キャンパス R1 会場（講堂） 
 
議題  １．UVSORII の施設現状報告 
 ２．その他 
 
以上です。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.7 (2007. 12. 26)    ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
            UVSOR 利用者懇談会次期世話人選挙の結果について 
 
                         UVSOR 利用者懇談会事務局 
 
    先日行われました UVSOR 利用者懇談会次期（2008 年 4 月 1 日 
  より 2010 年 3 月 31 日）世話人選挙の結果をご報告申し上げます。 
 
  12/25 にＵＶＳＯＲにて、本懇談会に関係のない松尾末吉氏の立会いのもと、 
 事務局担当の二人(萩原女史と下條竜夫)が開票致しました。 
   
 結果：投票総数 ７８票でした． 
 
    1. 福井一俊 37 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員             
  2. 下條竜夫 32 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
    3. 日野照純 18 
    4. 中川和道 16 
  5. 難波孝夫 12 
    5. 保坂将人 12 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
    7. 吉田朋子 11  
    7. 鎌田雅夫 11 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
 
  申し合わせにより、かつて UVSOR 施設に職員としていた会員または分子研 
  現職員は上位 2 名のみの当選となりますが、選挙結果の上位 5 名中該当者は 
  2 名のみですので、当選者は保坂先生を除いた５人となります。 
 
  また、申し合わせでは不測の事態に備えて上位 7 名を公表ということです 
  が、同点 8 位のお二人まで公表させていただきました。同点でかつ 
  制限事項に抵触する場合のルールについては世話人会で協議させていただき 
  ます。 
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  なお、会長・事務局に関しましては世話人で互選ということになっており 
 ます。 
 
  以上、UVSOR 利用者懇談会世話人選挙結果でした。皆様のご協力・ご支援に 
  感謝いたします。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.8 (2007. 12. 26)    ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
皆様 
 
さきほど送付した結果の中で、「投票獲得数の一部」に間違いがありました 
ので訂正させていただきます。なお順位には変動はありません。 
 
ご迷惑をかけて大変もうしわけありません。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊     UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.7 (2007. 12. 26)    ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
            UVSOR 利用者懇談会次期世話人選挙の結果について 
 
                         UVSOR 利用者懇談会事務局 
 
    先日行われました UVSOR 利用者懇談会次期（2008 年 4 月 1 日 
  より 2010 年 3 月 31 日）世話人選挙の結果をご報告申し上げます。 
 
  12/25 にＵＶＳＯＲにて、本懇談会に関係のない松尾末吉氏の立会いのもと、 
 事務局担当の二人(萩原女史と下條竜夫)が開票致しました。 
   
 結果：投票総数 ７８票でした． 
 
    1. 福井一俊 27 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員             
  2. 下條竜夫 25 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
    3. 日野照純 18 
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    4. 中川和道 16 
  5. 難波孝夫 12 
    5. 保坂将人 12 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
    7. 吉田朋子 11  
    7. 鎌田雅夫 11 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
 
  申し合わせにより、かつて UVSOR 施設に職員としていた会員または分子研 
  現職員は上位 2 名のみの当選となりますが、選挙結果の上位 5 名中該当者は 
  2 名のみですので、当選者は保坂先生を除いた５人となります。 
 
  また、申し合わせでは不測の事態に備えて上位 7 名を公表ということです 
  が、同点 8 位のお二人まで公表させていただきました。同点でかつ 
  制限事項に抵触する場合のルールについては世話人会で協議させていただき 
  ます。 
 
  なお、会長・事務局に関しましては世話人で互選ということになっており 
 ます。 
 
  以上、UVSOR 利用者懇談会世話人選挙結果でした。皆様のご協力・ご支援に 
  感謝いたします。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.9 (2007. 12. 28)    ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
下記のメールは一部の会員に届いていないようですので 
事務から再々送させていただきます。 
 
 
UVSOR 利用者懇談会の皆様     2007.12.27    15:10 
 
難波＠神戸大です。 
 
次期世話人選挙結果について以下のお願いのメールをお送りしましたが、 
届いていないようなので再送させてもらいます。 
2 度お受け取りの方はご容赦を。 
 
それでは皆様、良いお年を。 
 
-------（昨日利用懇メール UUU 宛てに送信した（筈の）メール）---- 
 
難波孝夫 さんは書きました: 
> 現世話人会の皆様、利用者懇談会の皆様     2007.12.27    15:10 
> 
> 難波＠神戸大です。 
> 
> 下記のメール拝見し、私が次期世話人の一人として選出されそうな事態に困惑し 
> ています。 
> 実は、私は平成 20 年 3 月（後 1 年余）をもって神戸大学を退職しますので、任期 2 
> 年の世話人の義務を果たすことが困難な状況です。そこで、「退職」の理由で辞 
> 退することをお認め頂きたく、皆様にお願い致します。具体的には、日野会長と 
> 現世話人会メンバーでご相談の上、結論を得ていただき、その結論を会員の皆様 
> にメール等で了解していただくのが一番穏便な方法と思いますが如何でしょう 
> か? その過程で、今回の私のようなケース（退職とか長期の病気療養など）に 
> は辞退を認めるといった附則を設けるなどの措置を現世話人会で検討し、実現し 
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> ていただくのが懇談会のためにもよろしいのではないかと思います。 
> 
> 現世話人会の皆様、辞退の件、宜しくご検討お願いいたします。 
> ----------------------------------------------------------------------- 
> uuuoffice さんは書きました: 
>    
>> ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
>> ＊                                 ＊ 
>> ＊     UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.7 (2007. 12. 26)    ＊ 
>> ＊                                 ＊ 
>> ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
>> 
>> 
>>             UVSOR 利用者懇談会次期世話人選挙の結果について 
>> 
>>                          UVSOR 利用者懇談会事務局 
>> 
>>     先日行われました UVSOR 利用者懇談会次期（2008 年 4 月 1 日 
>>   より 2010 年 3 月 31 日）世話人選挙の結果をご報告申し上げます。 
>> 
>>   12/25 にＵＶＳＯＲにて、本懇談会に関係のない松尾末吉氏の立会いのもと、 
>>  事務局担当の二人(萩原女史と下條竜夫)が開票致しました。 
>>    
>>  結果：投票総数 ７８票でした． 
>> 
>>     1. 福井一俊 37 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員             
>>   2. 下條竜夫 32 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
>>     3. 日野照純 18 
>>     4. 中川和道 16 
>>   5. 難波孝夫 12 
>>     5. 保坂将人 12 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
>>     7. 吉田朋子 11  
>>     7. 鎌田雅夫 11 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
>> 
>>   申し合わせにより、かつて UVSOR 施設に職員としていた会員または分子研 
>>   現職員は上位 2 名のみの当選となりますが、選挙結果の上位 5 名中該当者は 
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>>   2 名のみですので、当選者は保坂先生を除いた５人となります。 
>> 
>>   また、申し合わせでは不測の事態に備えて上位 7 名を公表ということです 
>>   が、同点 8 位のお二人まで公表させていただきました。同点でかつ 
>>   制限事項に抵触する場合のルールについては世話人会で協議させていただき 
>>   ます。 
>> 
>>   なお、会長・事務局に関しましては世話人で互選ということになっており 
>>  ます。 
>> 
>>   以上、UVSOR 利用者懇談会世話人選挙結果でした。皆様のご協力・ご支援に 
>>   感謝いたします。 
>>      
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.10 (2007. 12. 28)    ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
UVSOR 利用者懇談会会員各位 
 
    UVSOR 利用者懇談会会長 日野照純 
 
先日お送りしたメール(UUN Vol.12. No.7)のように次期世話人の選挙の結果は 
    1. 福井一俊 27 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員             
  2. 下條竜夫 25 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
    3. 日野照純 18 
    4. 中川和道 16 
  5. 難波孝夫 12 
    5. 保坂将人 12 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
    7. 吉田朋子 11  
    7. 鎌田雅夫 11 *かつて UVSOR 施設に職員としていた会員 
となりました。 
 
選挙の際に皆様に投票用紙と一緒にお送りした説明にありますように、当選者は辞退し 
ないのがルールとなっておりますが、今回の選挙結果を受けて難波先生から皆様にお送 
りしたメール(12 月 28 日送信)にありますように、世話人の任期中に定年を迎えるので当 
選を辞退したとのお申し出がありました。 
 
現世話人の間で相談した結果、このような事情は考慮に値するので、当選辞退を認めよ 
うというコンセンサスが形成されました。そこで、不測の事態が生じた際の繰り上げ当 
選者として、吉田朋子氏を次期世話人に選定することといたしました。(鎌田雅夫氏は 
かって UVSOR 施設に職員としていた会員ですので、当選資格はありません) 
 
以上、ご連絡いたします。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊                                 ＊ 
＊   UVSOR USERS NEWS (UUN) Vol.12 No.11 (2007. 12. 29)    ＊ 
＊                                 ＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
UVSOR 利用者懇談会総会のお知らせ 
                         UVSOR 利用者懇談会事務局 
 
放射光学会の初日(１月１２日)、UVSOR 利用者懇談会総会を開催致します。皆様、 
ふるってご参加下さい。 
 
今回は議題として、「世話人辞退に関する条項について」がありますのでよろしく 
おねがいします。 
 
   記 
 
UVSOR 利用者懇談会総会 
 
日時：２００８年１月１２日 （土）１０時００分−１１時００分 
 
場所：立命館大学びわこ草津キャンパス R1 会場（講堂） 
 
議題  １．UVSORII の施設現状報告 
 ２．世話人辞退に関する条項について 
 ３．その他 
 
以上です。 
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ＵＶＳＯＲユーザーズミーティング開催のお知らせ 
 
残暑厳しいおり皆様いかがおすごしでしょうか。 
 
さて、ＵＶＳＯＲユーザー懇談会ではユーザーの研究成果を公表していただく場として、２年に

一回、ＵＶＳＯＲユーザーズミーティングを開いてまいりました。また、近年、ＵＶＳＯＲは高

輝度化も終了し、トップアップ運転も可能となり、さらに来年新しいアンジュレータービームラ

イン（ＢＬ６Ｕ）も導入され、エンドユーザーの実験環境も大きく変化しています。 
 
そこで、今回も、最新の加速器およびビームライン状況を知り、さらに各ユーザー間の活発な意

見・情報交換を行うために本ミーティングを下記のように開催したいと思います。皆様方の研究

の上に役立つ情報を収集し最新成果を発表するよい機会でもあります。ビームラインのユーザー

の方は下記の要項をご参考の上、奮ってご参加下さるようお願いします。 
 
報告は口頭発表とポスターにて行います。また学会ではありませんので、成果が出ていない途中

経過でも結構です。UVSOR から旅費の援助が有りますので、（予算には限りがありますが）学生

の方も奮ってご応募下さるようお願いします。 
 

記 
開催日時： ２００７年１１月１５日（木）１３：００頃－１６日（金）１６：００頃 
開催場所： 岡崎自然科学研究機構コンファレンスセンター 
 
申し込み先：下記のフォーマットに従い、ご記入し、Subject を「ワークショップ申込み」として 
uvsor@ims.ac.jp までメールで送付してください。（締め切り１０月２２日（月））なお、ロッジは

研究会用に確保してありますが、ロッジは数に限りがありますので早めにお申し込みください。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
氏名： 
所属： 
職名： 
〒、住所（報告書送付用）： 
e-mail: 
発表の有無および希望する形式：口頭発表 ポスター発表 無 
ロッジ宿泊希望： 有（＊日から＊日まで＊泊＊日） 無 
旅費の必要の有無： 有  無 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 



また、以下のフォーマットでＡ４一枚の要旨をおねがいします。（締め切り１０月２６日（金）） 
Subject を「ワークショップ原稿」として 
uvsor@ims.ac.jp 
までメール添付して、送付してください。 
また、送付時には「発表タイトルと著者名」を「和文と英文の両方」でお知らせくださいますよ

うおねがいします。（ActivityReport 作成の際に必要となります） 
 
 
[余白] 
・ 上 30 mm、下・左・右 25 mm のマージンを取って下さい。 
 
[講演題目・著者など] 
 1) 和文題目（１４ポイント） 
 ２)所属（１２ポイント）、（）カッコではさむ 
    ３）著者名 (１２ポイント) 
 ４）英文題目（１１ポイント） 
の順に記入し発表者氏名の前に○を（英文要旨では発表者氏名に下線を）付けて下さい。 
 
[本文] 
・ 本文は著者名の後、一行空けて始めて下さい。 
・ フォントは11 pt程度を推奨します。図表注釈や参考文献などは10 pt程度でも結構です。 
 
[提出方法] 
・ Subject を「ワークショップ原稿」として電子ファイル(PDF 形式)を下記のアドレス宛

に添付ファイルとして送付して下さい。 
uvsor@ims.ac.jp 
 



 題目 このテンプレートに上書きしてください 
(所属) 発表者氏名１，○発表者氏名２，発表者氏名３ 
Title in English 
(affiliation) presenter’s name 1, presenter’s name 2, … 

 
[序] ここから本文をお書きください 
[実験] 
[結果と考察] 

 
参考情報 
[用紙サイズ] 

· A4 (幅 210 mm、高さ 297 mm) 
[原稿枚数] 

·  1 ページ 
[余白] 

· 上 30 mm、下・左・右 25 mm のマージンを取って下さい。 
[言語] 

· 日本語もしくは英語。 
[講演題目・著者など] 

·   和文題目・和文所属/著者・英文題目 (和文の場合、英語の場合は英文題目・英文所属／著

者) 
 

の順に記入し、和文では発表者氏名の前に○を、英文では発表者氏名に下線を付けて下さ

い。 
[本文] 

· 本文は著者名の後、一行空けて始めて下さい。 
· フォントは 11 pt 程度を推奨します。図表注釈や参考文献などは 10 pt 程度でも結構です。 
· 要旨集は白黒印刷になることに留意して図を作成して下さい。 

[提出方法] 
· 電子ファイル(PDF 形式)を下記のアドレス宛に添付ファイルとして送付して下さい。 

送付先：uvsor@ims.ac.jp 

受付期間 ： 2007 年 10 月 1(月)～10 月 26 日(金) 
 


