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大 会 案 内

● 秋季大会URL 　http://www.ee.kochi-ct.ac.jp/sgepss2013/

● 講演会・ポスター会場 　高知大学　総合研究棟およびメディアの森
    　〒780–8520　高知市曙町2–5–1
    　http://www.kochi-u.ac.jp/
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  総合受付 　総合研究棟　　１階
  Ａ会場  　総合研究棟　　２階　会議室１
  Ｂ会場  　総合研究棟　　２階　会議室３
  Ｃ会場  　総合研究棟　　２階　プレゼンテーション室
  Ｄ会場  　メディアの森　６階　メディアホール
  Ｐ会場  　総合研究棟　　２階　会議室２， ホワイエ， ホール兼交流ラウンジ
  運営委員会 　総合研究棟　　２階　プレゼンテーション室
  評議員会 　総合研究棟　　２階　プレゼンテーション室
  LOC控室 　総合研究棟　　１階　グループ演習室４
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 特別講演・田中舘賞受賞記念講演会 ・ 総会
  高知会館　白鳳の間
  〒780–0870  高知市本町5–6–42
  http://kochikaikan.jp/

● 懇親会会場 高知会館　白鳳の間
  〒780–0870  高知市本町5–6–42
  http://kochikaikan.jp/

● 一般公開イベント会場 イオンモール高知
  〒780–0026  高知県高知市秦南町1丁目4–8
  http://kochi-aeonmall.com/index.jsp

● 保育室 高知中央託児所（Tel. 088–883–3545）
  〒780–0822  高知市はりまや町1丁目11–13　コーポハリマヤ1F
  http://kochi.yd2.net/link/hp/kochi_takujisyo/
  （保育休憩室のみ：総合研究棟 １階　グループ演習室１）
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● 交通案内

　【高知大学への交通案内】　※駐車場はございませんので，電車・バスなどをご利用下さい。

 ＜ＪＲ利用＞
   　JR高知駅方面から
  　　最寄り駅： 　JR朝倉駅（高知駅～朝倉駅　約15分）
  　　ルート： 　 改札を出て正面の横断歩道を2つ渡り，左手に直進。徒歩約3分。

 ＜路面電車・バス利用＞
   　路面電車（土佐電気鉄道）　はりまや橋方面から
  　　 「いの」，「朝倉」行きに乗車。「朝倉」で下車。約30分。
   　バス　はりまや橋方面から
  　　 「宇佐」，「高岡」，「岩目地」など西方面行きのバスで「朝倉高知大学前」で下車。約20～ 30分。
   　時刻表： http://accesskochi.com/index.html

講演会場

高知大学（朝倉キャンパス）

総会・特別講演会・田中舘賞受賞

記念講演会・懇親会

高知会館

　【高知会館への交通案内】

 ＜路面電車・バス利用＞
   　路面電車（土佐電気鉄道）朝倉から
  　　「文珠通」，「知寄町」行きに乗車。「県庁前」で下車。約20分。
   　バス　朝倉高知大学前から
  　　 東方面行きのバスに乗車し「県庁前」で下車。約15分。
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　【高知中心部 （はりまや橋） までの交通案内】

 ＜飛行機利用の場合＞
  　　 高知龍馬空港は4都市と直行便で結ばれています。各地からのおおよその所要時間は以下の

通りです。
   　・羽田   約80分
   　・名古屋小牧   約65分
   　・伊丹   約45分
   　・福岡   約60分
   　高知龍馬空港から（バス）
  　　 「高知龍馬空港」 → （空港連絡バス： 約30分） → 「はりまや橋」
   　時刻表：http://www.kochiap.co.jp/access_bus.html

 ＜JR利用の場合＞
   　・岡山から高知 （特急  南風）  約2時間半
    中村・宿毛行きの場合，JR朝倉駅に停車する便があります。
   　路面電車 「高知駅前」 から 「はりまや橋」 約6分
   　徒歩ではりまや橋    約15分

 ＜高速バス利用の場合＞
   　・京都・大阪   約5時間～ 7時間
   　・三宮（神戸）  約4時間
   　・岡山   約2時間半
   　・東京   約12時間
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一 般 公 開 イ ベ ン ト

「身近なワンダーランド  宇宙と地球のふしぎがいっぱい
～宇宙・地球はかせが大集合！～」

（地球電磁気・地球惑星圏学会　一般公開イベント2013）

● 会　場　　イオンモール高知　イベントスペース（イオンホール，2階ブリッジ）
● 日　時　　11月2日（土）　11 :00 ～ 17 :30
● 企画内容
 ☆ 展示・質問　「おしえて☆はかせ！」
  　オーロラはかせ，ロケットはかせ，海はかせ，地磁気はかせ，
  　宇宙天気はかせ，金星・火星はかせ，木星・土星はかせ
 ☆ 実験　「はかせとやってみよう」
  　電波をキャッチ！ラジオをつくろう
  　磁石のふしぎをしらべよう
  　ゆらゆらウェーブのふしぎをしらべよう
● 関係団体等
  　主催：地球電磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）
  　共催：高知大学，高知工科大学，高知工業高等専門学校
  　後援：高知県教育委員会，高知市教育委員会
  　協力：新江ノ島水族館 （予定），（独）宇宙航空研究開発機構，（独）情報通信研究機構,
    京都大学理学研究科地球科学輻合部ダジック・チーム
●  本イベントは，平成25年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）「研究成果公開発表（B）」

2553006を受けて開催されるものです。
● 連絡先  event@sgepss.org
● URL  http://www.sgepss.org/outreach/
● 今回はより多くの市民の方々に研究成果を知っていただくため，初めて大型ショッピング
センターの一角を借りて実施いたします。講演会日程と一部重複いたしますが，ご協力の
ほどよろしくお願い申し上げます。

記者発表

● 会　場　高知会館「平安の間」（http://kochikaikan.jp/banquet/）
● 日　時　11月1日（金）　14 :00–15 :30
●  第134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。

●  連絡先　小路真史（m.shoji@stelab.nagoya-u.ac.jp）
（SGEPSSアウトリーチ部会）
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● 高知大学案内図
● 高知大学案内図
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● 高知大学総合研究棟　1F平面図

総合受付

正面玄関

自販機

コピー機

LOC 控室

学会控室保育休憩室

● 高知大学総合研究棟　2F平面図

Ｂ会場

 （会議室３）

Ａ会場

 （会議室１）

無線 LAN
（プレゼン者控

Ｃ会場

 （プレゼンテー

ション室）

P 会場

展示スペース
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● 無線LAN
 C会場（プレゼンテーション室）隣のプレゼン者控室付近で使用可能です。

● 組織委員会
 大会委員長 　小玉　一人 　　kdma@kochi-u.ac.jp 
 総務  　村上　英記 　　murakami@kochi-u.ac.jp
 会計  　山本　裕二 　　y.yamamoto@kochi-u.ac.jp
    　山本　真行 　　yamamoto.masa-yuki@kochi-tech.ac.jp
 会場・ネットワーク 　村上　英記
    　小玉　一人
    　山本　裕二
    　今井　一雅 　　imai@ee.kochi-ct.ac.jp
 広報（LOC HP） 　今井　一雅
 保育室  　村上　英記
 懇親会  　今井　一雅
    　高田　　拓 　　takada@ee.kochi-ct.ac.jp
 一般公開イベント 　山本　真行
    　柿並　義宏 　　kakinami.yoshihiro@kochi-tech.ac.jp

● 共　催 高知大学
   高知工科大学
   高知工業高等専門学校

● 後　援 高知市教育委員会
   高知県教育委員会
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