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大 会 案 内

● 秋季大会URL 　http://www.sgepss.org/sgepss/fallmeeting/LOC2014/

● 講演会・ポスター会場 　キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
    　〒390–0311　長野県松本市水汲69–2（Tel: 0263–34–7100）
    　http://www.matsubun.jp/
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  総合受付 　キッセイ文化ホール　3F

  Ａ会場  　キッセイ文化ホール　3F　　国際会議室
  Ｂ会場  　キッセイ文化ホール　3F　　第 2会議室
  Ｃ会場  　キッセイ文化ホール　3F　　第 1会議室
  Ｐ会場  　キッセイ文化ホール　1F　　中ホール
  休憩室  　キッセイ文化ホール　3F　　第 3会議室
  LOC控室 　キッセイ文化ホール　3F　　第 4会議室
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 特別講演・総会会場
  キッセイ文化ホール 1F 中ホール

● 懇親会会場 浅間温泉 ホテル井筒 4F
  〒390–0303　長野県松本市浅間温泉1–29–17（Tel: 0263–46–1120）
  http://www.hotel-izutsu.co.jp/

● 一般公開イベント（11/2）会場
  キッセイ文化ホール 3F 国際会議室・第1会議室・第2会議室

● 保 育 室  乳幼児・児童を同伴する参加者は，期間中保育室をご利用いただけます。
利用に必要な費用は学会から補助致します。利用をご希望される方は必ず
事前に利用申請をして下さい。詳しくはLOCホームページをご覧下さい。

  保育施設：セントラル・キッズ・ガーデン
  　　　　　　〒390–0874　松本市大手2–9–23（Tel. 0263–39–5884）
  　　　　　　http://www.central-bios.jp/kids/info/
  保育休憩室： 学会会場内におむつ交換などに利用できる部屋があります。

ご利用の際は学会受付にお声がけください。
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● 交通案内

　【キッセイ文化ホールへの交通案内】

 ＜ＪＲ松本駅から路線バスで＞
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● 交通案内 

【キッセイ文化ホールへの交通案内】  

＜JR 松本駅から路線バスで＞ 

     
 

① 松本バスターミナル 1番のりばから 130 信大・横田循環線（または 32 信大経由浅間温

泉行）に乗車。「総合体育館」で下車。所要時間 20 分。250 円。 

② 松本バスターミナル 2番のりばから 120 横田・信大循環線に乗車。「総合体育館」で下車。

所要時間 20 分。250 円。 

（注）松本バスターミナルは Ario 松本の 1F にあります。循環線は、同じルートの逆回りです。 

時刻表： http://www.alpico.co.jp/access/matsumoto/busstop/matsumoto_sta.html#01 

 

＜高速道路松本 IC から車で＞ 

 松本 IC を降りたら国道 158 で松本市街地方面へ。道なりに国道 143 となり、松本駅を迂

回して[松本芸術館西]交差点を左折。右手に信州大キャンパスを見ながら[みすず]で右折。 

   

  ①　 松本バスターミナル1番のりばから 130  信大・横田循環線（または 32  信大経由浅間温泉
行）に乗車。「総合体育館」で下車。所要時間20分。250円。

  ②　 松本バスターミナル2番のりばから 120  横田・信大循環線に乗車。「総合体育館」で下車。
所要時間20分。250円。

  　（注）松本バスターミナルはArio松本の1Fにあります。循環線は，同じルートの逆回りです。
  時刻表： http://www.alpico.co.jp/access/matsumoto/busstop/matsumoto_sta.html#01

 ＜高速道路松本ICから車で＞
 　松本ICを降りたら国道158で松本市街地方面へ。道なりに国道143となり，松本駅を迂回して
［松本芸術館西］交差点を左折。右手に信州大キャンパスを見ながら［みすず］で右折。
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　【松本までの交通案内】
 ＜飛行機で信州まつもと空港へ＞
 　 信州まつもと空港は2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。
   ・福岡   約110分
   ・札幌   約90分
  　信州まつもと空港から松本バスターミナルまで
  　　（1）エアポートシャトルバス（直行バス） 　　大人600円　所要時間30分
  　　（2）路線バス（空港・朝日線）  　　大人600円　所要時間30分
  　　時刻表：http://www.pref.nagano.lg.jp/kotsu/kurashi/kotsu/kuko/matsumoto/bus.html

　＜JRでJR松本駅へ＞
 　　・新宿駅から「特急あずさ・Sあずさ」で約2時間半～ 3時間。
 　　・東京駅から長野駅まで新幹線で約1時間50分。長野駅から松本駅まで特急で約50分。
 　　・名古屋駅から「特急しなの」で約2時間。（大阪からの直通の特急あり。）

　＜高速バスで松本バスターミナルへ＞
 　　・新宿駅西口（新宿高速バスターミナル）から 約3時間
 　　・名古屋（名鉄バスセンター）から   約4時間
 　　・大阪梅田（阪急三番街バスターミナル）から 約5時間半（夜行便あり）
 　　　時刻表：http://www.alpico.co.jp/access/express/
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一般公開イベント

「見て・さわって・感じよう！　電波と磁場の不思議」
（地球電磁気・地球惑星圏学会　一般公開イベント2014）

● 会　場　　キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）

● 日　時　　11月2日（日）　13 :00 ～ 17 :00

● 企画内容
 ☆ SSH高校生向け
  　ランチタイム　フリートーク　（若手学生との交流会）
  　サイエンスカフェ
 ☆ 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
  　磁石くっつく石を探そう！

● 関係団体等
  　主催：地球電磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）
  　後援：長野県教育委員会，松本市教育委員会

●  本イベントは，平成26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）」
260016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，近隣のSSH高校と協力し，高校生の学会ポスター発表見学や若手学生との交流などを
企画しております。講演会・総会などの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

● 会　場　信州大学理学部A棟1F交流サロン
　　　　　 (http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/access/campusmap5.jpg)

● 日　時　10月30日（木）　14 :00–15 :30

●  第136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　栗田　怜（kurita@stelab.nagoya-u.ac.jp）
（SGEPSSアウトリーチ部会）
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● キッセイ文化ホール案内図

　　　キッセイ文化ホール 1Ｆ 平面図

　　　キッセイ文化ホール 3Ｆ 平面図

— 10 — 

● キッセイ文化ホール案内図 

 

 キッセイ文化ホール 1F平面図 

 

 

 キッセイ文化ホール 3F平面図 

 

 
 

— 10 — 

● キッセイ文化ホール案内図 

 

 キッセイ文化ホール 1F平面図 

 

 

 キッセイ文化ホール 3F平面図 
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● 無線LAN
 キッセイ文化ホール 3F ABC会場の廊下付近で使用可能です。

● 展示ブース
 キッセイ文化ホール 3F 休憩室 （第3会議室） に企業展示ブースを設けます。

● 組織委員会
 大会委員長 　宗像 一起 　　kmuna00@shinshu-u.ac.jp
 会計  　齋藤 武士 　　saito@shinshu-u.ac.jp
 会場  　齋藤 武士 　　saito@shinshu-u.ac.jp
    　加藤 千尋  　　ckato@shinshu-u.ac.jp
 ネットワーク 　加藤 千尋  　　ckato@shinshu-u.ac.jp
 広報  　宗像 一起 　　kmuna00@shinshu-u.ac.jp
 LOC HP  　川原 琢也 　　kawahara@cs.shinshu-u.ac.jp
 保育室  　川原 琢也 　　kawahara@cs.shinshu-u.ac.jp
 懇親会  　川原 琢也 　　kawahara@cs.shinshu-u.ac.jp
    　宗像 一起 　　kmuna00@shinshu-u.ac.jp

● 共　催 信州大学

● 後　援 長野県教育委員会
   松本市教育委員会


