⽇本地域学会第 54 回(2017)年次⼤会のお知らせ
2017.08.04
会場：立命館大学衣笠キャンパス（京都市北区等持院北町）
期間：2017.10.06（金）午後〜2017.10.08（日）
大会プログラム：下記参照（2017.08.04 現在）
発表論文集：
（2017.10.05 公開予定）
宿泊について：紅葉前ですが、京都は秋の行楽シーズンの繁忙期に入るため、宿の確保については、各
自 Web 等の予約にて宿の確保をお願い致します。宿は市内のどこの場所からでも金閣寺方面行の市バス
にて衣笠キャンパス近くに来ることができます。市バス１日乗車券（¥500/day）が便利です。
参加費：
一般会員 5,000 円
学生会員 3,000 円 非会員
10,000 円
（*参加費やネットワーク交流会の会費（別途）は、当日、受付にてお支払いください。）

--------------------------------------------------------------------------

公開シンポジウム 2017.10.07（土） 14:00-16:00
立命館大学土曜講座公開講演会／日本地域学会公開シンポジウム
「歴史都市の保全と継承政策」
基調講演：冷泉為人（冷泉家 第 25 代当主）
パネルディスカッション：松坂浩史（文化庁 地域文化創生本部 事務局長）
冷泉為人（前掲）
大窪健之（立命館大学 歴史都市防災研究所長）
共催：立命館大学衣笠総合研究機構
協力：立命館大学歴史都市防災研究所 他
--------------------------------------------------------------------------

交通アクセス
http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/kinugasa/
京都駅より市バス 50 系統、JR 西日本路線バスにて約 50 分（立命館大学下車）
四条烏丸バス停より市バス 55 系統にて約 45 分（立命館大学下車）
四条河原町バス停より市バス 15、59、12 系統にて約 50 分（立命館大学下車）
阪急西院駅バス停より 205 系統（立命館大学行、朝のみ）にて約 20 分 、
阪急西院駅バス停より 205 系統（北大路行）にて約 20 分 （衣笠校前下車）、徒歩 15 分
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大会事務局
〒603-8341 京都市北区小松原北町 58
立命館大学歴史都市防災研究所 第 2 プロジェクト室
Email: jsrsai2017@gmail.com

プログラム（案）<2017.08.04 現在>
2017.10.06（金）
----------------------------------------------------------------------13:30
受付
14:00-14:15 開会式（＠洋洋館）
14:15-17:30 セッション A：9 会場（＠洋洋館）
Room 2 (957 教室)
Room 5 (960 教室)
Room 7 (964 教室)
Room 8 (965 教室)
Room 9 (967 教室)
Room 10 (968 教室)
Room 11 (969 教室)
Room 12 (970 教室)
Room 13（972 教室）
17:45-19:45 理事会（＠歴史都市防災研究所地階カンファレンスホール）
----------------------------------------------------------------------2017.10.07（土）
----------------------------------------------------------------------08:00
受付
08:15-11:30 セッション B: 8 会場（＠洋洋館）
Room 1 (956 教室)
Room 2 (957 教室)
Room 3 (958 教室)
Room 4 (959 教室)
Room 5（960 教室）
Room 6（962 教室）
Room 7（964 教室）
Room 8（965 教室）
11:30-12:20 昼食
12:20-13:40 総会（＠洋洋館 955）
・写真撮影（屋外予定）
14:00-14:50 基調講演：冷泉為人（冷泉家第 25 代当主）
（＠以学館）
14:50-15:00 休憩
15:00-16:00 パネルディスカッション（＠以学館）
16:30-17:30 ネットワーク交流会（＠歴史都市防災研究所地階カンファレンスホール）
土曜日はシンポジウムが早く終わるため、通常の懇親会のように食事中心で
はなく、あくまでも飲み物とスナックのカクテルパーティ形式で軽く実施す
ることで、懇親会参加費も安価にする予定です。せっかく京都にお越しにな
られますので、交流会後は研究者仲間等と各自京都の夜をお楽しみください。
----------------------------------------------------------------------2017.10.08（日）
----------------------------------------------------------------------08:00
受付
08:15-11:30 セッション C: 8 会場（＠洋洋館）
Room 1 (956 教室)
Room 2 (957 教室)
Room 3 (958 教室)
Room 4 (959 教室)
Room 5（960 教室）
Room 6（962 教室）
Room 7（964 教室）
Room 8（965 教室）
Room 9 (967 教室)
11:30-12:30 昼食
12:30-15:45 セッション D: 8 会場（＠洋洋館）
Room 1 (956 教室)
Room 2 (957 教室)
Room 3 (958 教室)
Room 4 (959 教室)
Room 5（960 教室）
Room 6（962 教室）
Room 7（964 教室）
Room 8（965 教室）
15:50-16:00 閉会式（＠洋洋館）
-----------------------------------------------------------------------

※発表・討論予定者の方へ
教室には VGA ケーブル（HDMI 等なし）し
かございませんので、ご持参のノートパソ
コンに接続コネクタがない場合、VGA 変換
アダプタをご用意ください。
VGA コネクタ

