
大 会 案 内

● 秋季大会URL 　http://www.sci.hokudai.ac.jp/sgepss2012

● 講演会・ポスター会場 　札幌コンベンションセンター
    　〒003–0006　札幌市白石区東札幌6条1丁目1–1
    　http://www.sora-scc.jp
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  総合受付 　札幌コンベンションセンター　２階　小ホール（B会場）前
  Ａ会場  　札幌コンベンションセンター　２階　204会議室
  Ｂ会場  　札幌コンベンションセンター　２階　小ホール
  Ｃ会場  　札幌コンベンションセンター　２階　206会議室
  Ｐ会場  　札幌コンベンションセンター　２階　201、 202、 207会議室
  運営委員会 　北海道大学 理学部８号館 　　１階　103室
  評議員会 　札幌コンベンションセンター　２階　206会議室
  LOC控室 　札幌コンベンションセンター　２階　205会議室
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 特別講演・田中舘賞受賞記念講演会 ・ 総会
  札幌コンベンションセンター　小ホール

● 懇親会会場 アサヒビール園 白石 はまなす館
  〒003–0022  札幌市白石区南郷通4丁目南1–1
  http://www.asahibeer.co.jp/restaurant/garden/hamanasu

● 一般公開イベント会場 札幌市青少年科学館
  〒004–0051  札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2–20
  http://www.ssc.slp.or.jp

● 保育室 ピッコロ子ども倶楽部 東札幌園（tel: 011–812–7000）
  〒003–0001  札幌市白石区東札幌1条2丁目3–10
  http://www.pikkoro.jp
  （保育休憩室のみ：札幌コンベンションセンター　1階　共用託児室）



● 交通案内
　【札幌コンベンションセンターへの交通案内】
 ＜札幌市営地下鉄利用＞
   　JR札幌駅、すすきの、大通公園方面から
  　　最寄り駅出口：市営地下鉄東西線　「東札幌」駅　1番出口
  　　ルート： 　　 1番出口を出て右へ進み、2つ目の信号を右折（北海道エナジテックの駐車

場が目印）、そのまま道なりに真直ぐ進む。徒歩約8分。
   　JR新札幌方面から
  　　最寄り駅出口：市営地下鉄東西線　「東札幌」駅　2番出口
  　　ルート： 　　 2番出口を出て左へ進み、2つ目の信号を右に渡る（日本通運の大きな看板

が目印）。そのまま道なりに真直ぐ進む。徒歩約8分。
 ＜バス利用＞
   　JR札幌駅から
  　　 JR札幌駅バスターミナル ③ のりば から 1–3  新札幌駅ゆき に乗車。「札幌コンベンション

センター前」で下車。約17分。
   　JR新札幌駅から
  　　 新札幌駅バスターミナル ⑪ のりば から 1–3  JR札幌駅ゆき に乗車。「札幌コンベンション

センター前」で下車。約30分。
   　時刻表： http://www.jrhokkaidobus.com/timechart/2012_spr/pdf/08.pdf



　【最寄り駅までの交通案内】
 ＜札幌市営地下鉄東西線　「東札幌」	駅まで＞
   　大通公園から
  　　市営地下鉄東西線「大通公園」駅から乗車し、「東札幌」駅で下車。約6分。
   　JR札幌駅、すすきの方面から
  　　 市営地下鉄南北線もしくは東豊線にて「大通公園」駅まで乗車し、東西線に乗り換えて

「東札幌」 駅で下車。JR札幌駅から約8分。
   　JR新札幌駅方面から
  　　市営地下鉄東西線 「新さっぽろ」 駅から乗車し、「東札幌」 駅で下車。約13分。



　【札幌までの交通案内】
 ＜飛行機利用の場合＞
 　 新千歳空港は全国30都市と直行便で結ばれています。各地からのおよその所要時間は以

下の通りです。
   ・　仙　台  　　約70分
   ・　羽　田  　　約90分
   ・　名古屋  　　約95分
   ・　関西／伊丹／神戸 　　約120分
   ・　福　岡  　　約135分
   　新千歳空港から（JR）
  　　「新千歳空港」→（JR快速エアポート：約36分）→「札幌」
   時刻表：http://www.jrhokkaido.co.jp/network/jikoku/jikoku7_2.html
   　新千歳空港から（バス）
  　　「新千歳空港」→（リムジンバス：約70分）→「札幌」
   案　内：http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/bus/
   時刻表：http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/time/?dep 

 ＜フェリー利用の場合＞
 　各地からのおよその所要時間は以下の通りです。
   　太平洋航路（苫小牧発着）
   ・　仙　台 → 苫小牧 　　約15時間20分
   ・　大　洗 → 苫小牧 　　約19時間
   ・　名古屋 → 苫小牧 　　約40時間
   　日本海航路（小樽発着）
   ・　新　潟 → 小　樽 　　約18時間
   ・　敦　賀 → 小　樽 　　約19時間30分
   ・　舞　鶴 → 小　樽 　　約20時間15分

 ＜寝台特急利用の場合＞
 　 上野・大阪と札幌は、鉄路 （寝台列車） で結ばれています。各地からのおよその所要時間

は以下の通りです。
   ・　上　野 → 札　幌 　　「寝台特急 北斗星」   約16時間
   ・　上　野 → 札　幌 　　「寝台特急 カシオペア」  約16時間
   ・　大　阪 → 札　幌 　　「寝台特急 トワイライトエクスプレス」 約21時間



一般公開イベント

「聞こえてくるよ、地球の鼓動 ～電流と磁場でさぐる地震・火山～」

● 会　場　　札幌市青少年科学館
● 日　時　　10月20日（土）　13 :00 ～ 16 :30
● 企画内容
 ☆ トークショー
 　 ① 津波と地磁気（藤　浩明会員）
 　 ② 噴火のメカニズムと火山観測 （橋本武志会員）
 ☆ 教えて☆ はかせ！　～展示・体験・質問コーナー～
 　 地球惑星科学の最前線で活躍するはかせが趣向を凝らした展示をご用意しています。
  木星・土星はかせ  「土星とそのなかまたち」
  オーロラはかせ 「夜空で何が起こっているの？ オーロラ再現実験！」
　　     「体で覚えるオーロラのでき方」
  雷・スプライトはかせ
     「 国際宇宙ステーション搭載スプライト観測器の実物であなたの写真を

撮ろう！」
  宇宙天気はかせ 「巨大地震で宇宙も揺れた！ 宇宙天気の最前線を3Dで体験」
  観測ロケットはかせ  「機器の組込から打ち上げまで「宇宙花火」実験の現場を紹介します」
     「あなたの声はどんな顔？ 波の不思議を体験しよう」
  地球はかせ  「地球の進化が分かる！！ 地球史定規・絵巻プレゼント」
     「石に潜む磁石をさがせ！」
 ☆ はかせと実験
 　 最先端で活躍中の「はかせ」の解説を聞きながら学べる実験です。
   ① 磁石の不思議を見る道具を作ろう
   ② 電波を受信するラジオを作ろう
● 連絡先  event@sgepss.org
● URL  http://www.sgepss.org/outreach/

記者発表

● 会　場　札幌国際プラザ3階会議室（http://www.plaza-sapporo.or.jp/）
● 日　時　10月19日（金）　14 :00–15 :30
● 第132回講演会の発表より各セッションコンビーナが「優秀かつ社会に対するインパクトが強い研
究」として推薦したものの中から、数件を会長が選定します。これらについて、講演会前日にマスコ
ミ関係者の皆様を集め、著者の方から簡単な説明を頂きます。新聞記事になったり、講演会当日にテ
レビの取材が入ったりすることもあり、SGEPSSの存在と活動を広く知っていただくことに貢献して
おります。



● 札幌コンベンションセンター　館内案内図

● 札幌コンベンションセンター　2F平面図



● 無線LAN
 B会場（小ホール）前付近で使用可能です。

● 組織委員会  　sgepss2012_LOC@mail.sci.hokudai.ac.jp
 大会委員長 　茂木　透 　　mogitisv@mail.sci.hokudai.ac.jp
 実行委員長 　渡部　重十 　　shw@ep.sci.hokudai.ac.jp
 会計  　福原　哲哉 　　tetsuyaf@mail.sci.hokudai.ac.jp
    　石田　千織 　　miistars@ep.sci.hokudai.ac.jp
    　ハース  千佳子　  micstars@ep.sci.hokudai.ac.jp
 会場・ネットワーク 　栗原　純一 　　kurihara@mail.sci.hokudai.ac.jp
    　渡部　重十
    　茂木　透
    　柿並　義宏 　　kakinami@mail.sci.hokudai.ac.jp
 広報（LOC HP） 　佐藤　光輝 　　msato@ep.sci.hokudai.ac.jp
 保育室  　福原　哲哉
 懇親会  　佐藤　光輝
    　柿並　義宏
 一般公開イベント 　高橋　幸弘 　　yukihiro@mail.sci.hokudai.ac.jp
    　橋本　武志 　　hasimoto@mail.sci.hokudai.ac.jp

● 共　催 北海道大学 大学院理学研究院
   北海道大学 大学院理学研究院附属 地震火山研究観測センター

● 後　援 札幌市
   札幌市教育委員会
   北海道教育委員会




