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【上】 第１回物構研サイエンスフェスタでの参加者の集合写真。
【左下】 約 300 件のポスターから選ばれたポスター奨励賞（6 件）の受賞者と山田和芳物構研所長（左），佐藤衛 PF-UA 会長（右から 2 人目），福永俊晴
MLF 利用者懇談会前会長（右から 1 人目）。
【右下】 オーストラリアビームラインのクロージングセレモニーで記念品を送る河田洋教授（左から 2 人目）とビームラインの関係者たち。

