
資源地質学会員各位
(English follows Japanese)

日頃より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。
資源地質学会第 70 回年会講演会についてお知らせいたします。
今年の年会講演会は 2021 年 6 月 30（水）～7 月 2 日（金）にかけて Webex を用いたオンライン方式
で開催します（Webex での参加方法・講演方法の詳細ついては 6 月に改めて連絡いたします）。
参加登録料の支払いを開始いたしましたので、（1）クレジットカード決済、（2）銀行振込のどちら
かからお支払いいただくようお願い申し上げます。
年会参加登録料は以下の通りとなります（例年の半額となります）。
資源地質学会正会員：2,000 円
資源地質学会正会員（学生）：1,000 円
資源地質学会非会員：4,000 円
資源地質学会非会員（シンポジウムのみ参加）：2,500 円
1）クレジットカード決済
以下の Payvent より必要事項をご入力ください。
支払い締切は 6 月 25 日（金）12 時ですのでご注意ください。
hhttps://app.payvent.net/embedded_forms/show/609b97cccd5c4152a16ada90

ここでは年会当日に利用可能な E-mail アドレスをご入力ください。
このアドレスに Webex 招待メールが送られますので、必ず年会当日に確認可能なアドレスをご入力く
ださい。
領収書(PDF)は決済後のメールを通じてダウンロード可能です。
クレジットカード支払いができない方、上記締切を過ぎた方は次の銀行振込でお支払いください。
2）銀行振込
振込先の情報は以下の通りです。
銀行コード　　０００９　三井住友銀行
支店番号　　　６１９　　六本木支店
口座番号　　　５１５９０９７
口座名義（カタカナ）　　シゲンチシツガツカイ
振込手数料はご本人負担となりますことをご了承ください。
振込は、原則として年会に参加する本人名義の口座から行っていただくようお願いいたします。
振込後は学会事務局（info@resource-geology.jp）に年会に用いるメールアドレスをご連絡ください
（メールアドレスのご連絡がない場合は Webex の招待メールが送信されません）。
領収書の発行をご希望の方はその際に合わせて事務局までご連絡ください。
多くの方々のご参加をお待ちしております。
資源地質学会行事委員会
******************************************資源地質学会 事務局
107-0052東京都港区赤坂 9-6-41　乃木坂ビル５階
TEL: 03-3475-5287 / FAX: 03-3475-0824



E-mail: info@resource-geology.jp
******************************************

Dear Members of the Society of Resource Geology,

We would like to inform you how to pay registration fees of the Annual Meeting of the Society of 
Resource Geology that will be held by using Webex between June 30th and July 2nd of 2021 (how 
to use Webex will be announced during June).
Those who attend the meeting need to proceed with the payment by (1) credit card or (2) bank 
transfer.

Registration fee of the meeting is as follows (50% discount):
SRG Member: 2,000 JPY
SRG Member (Student): 1,000 JPY
Non-SRG Member: 4,000 JPY
Non-SRG Member (Symposium Only): 2,500 JPY

1）Credit card payment
Please fill in the form of Payvent below (note that payment has to be completed before the noon of 
June 25th).
You can switch the language by clicking buttons on the top.

https://app.payvent.net/embedded_forms/show/609b97cccd5c4152a16ada90

Please make sure to fill in your e-mail address which will be available on the day of the meeting 
because an invitation mail of Webex will be sent to the e-mail address.
You can download a receipt through a confirmation mail after the payment.
Payment without a credit card or after the deadline above should be done by bank transfer.

2）Bank transfer
Following is the information for bank transfer.
Bank code　　０００９　三井住友銀行 (Sumitomo Mitsui Bank)
Branch code　　　６１９　　六本木支店 (Roppongi Branch)
Bank account　　　５１５９０９７
Account holder　　シゲンチシツガツカイ
Please kindly bear the bank transfer charges concerned with yourself.
Please transfer money in principle from your bank account.
Please inform the office of SRG (info@resource-geology.jp) about your e-mail address after the 
bank transfer (if your e-mail address is not informed, an invitation mail will not be sent to you).

We look forward to your participation.

Sincerely,

The Society of Resource Geology Event Committee
******************************************
The Society of Resource Geology Secretariat Nogizaka Building, 6-41, Akasaka 9-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-0052, Japan
TEL:03-3475-5287 / FAX:03-3475-0824



E-mail: info@resource-geology.jp
******************************************


