地理空間学会では，第６回大会を下記の通り開催いたします。

【日

2013 年 6 月 29 日(土)：研究発表，会長講演，評議員会，

○一般発表，会長講演；7A 棟１階 7A105 室

総会，懇親会

程】

○ポスター発表；7A 棟１階 7A102 室

2013 年 6 月 30 日(日)：巡検（古河および周辺地域）

○評議員会；7A 棟１階 103 室

【会

○懇親会；福利厚生棟１階食堂

場】

会長講演 6 月 29 日(土)

筑波大学 筑波キャンパス春日地区（旧図書館情報大学）
（茨城県つくば市春日 1-2）

内山幸久(立正大)：日本における果樹生産の展開
【交

通】

つくばエクスプレス線「つくば駅」下車，A1 または A2
出口より徒歩５分。
【費

用】

大会参加費

一 般 会 員 ・ 非 会 員：500 円
大学院生・学生会員：無料

懇親会費（予定） 一 般 会 員 ・ 非 会 員：5,000 円
大学院生・学生会員：3,000 円

●研究発表（口頭，ポスター）募集中●
※会員である院生・学部生は大会参加費＜無料＞です．
※若手のポスター賞を審査の上，優秀ポスター賞を授与します．

発表題目締切：５月７日（火）
詳しくは，キャンパスマップ Google Map 版をご覧下さい．

ご質問，エントリーは jags-meeting@geoenv.tsukuba.ac.jp でどうぞ．

http://www.tsukuba.ac.jp/access/gmap/gmap.php
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6 月 30 日(日)に大会巡検がございます（雨天決行）
【巡検テーマ】

【途中帰宅可能な場所】
JR 古河駅周辺（16 時頃の予定）

歴史の街古河
【オーガナイザー】
福井一喜・益田理広（筑波大・院）
【集合場所】

※巡検の参加には事前申し込みが必要です。
巡検参加ご希望の方は，電子メールにて，件名に【巡検
申込み】を，本文に参加者（全員分）の氏名，所属，当日

9:30 集合（10:00 出発）

連絡可能な連絡先（携帯電話番号など）を記入の上，益田

筑波大学中央バス停（総合研究棟 A）前集合

（reco.mashita@gmail.com）までご連絡下さい。

【解散場所】
17:00 解散

締め切りは 6 月 20 日（木）とさせていただきます。具
筑波大学総合研究棟 A（予定）

【参加費】
3,500 円前後（参加人数により変動）
【内容】

体的な巡検行程，最新の情報につきましては，地理空間学
会 HP（http://jags.ne.jp/index.html）をご参照下さい。なお，
誠に勝手ではありますが，巡検行程や巡検の形式上，定員
を 45 名とさせていただきます。また，締切以前でも定員

古河（歴史・交通・水利・商業）および周辺地域（農業・

に達し次第，受付を締め切らせていただくこともあります

工業）／バスおよび徒歩による実施

ので，ご容赦下さい。

地理空間学会では，第 16 回例会を下記の通り開催致します。

「首都圏郊外における都市化と小規模開発住宅地の変容

◆日時：2013 年 9 月 21 日(土) 午後

－埼玉県富士見市関沢地区を事例に－」

◆会場：調整中

・阿部和俊（愛知教育大学・名誉教授）

◆報告者と予定題目

「私の研究遍歴

・西山弘泰（宇都宮市政研究センター・研究員）

－人文地理学のアイデンティティ再考－」

本例会は，経済地理学会関東支部例会と共催です

＜会計委員会からのお知らせ＞
１．会費納入のお願い
多くの方々から会費の納入をいただいておりますが、若

込用紙でお支払下さい。納付したか不明な方や振込用紙を

干名、過年度の会費納入がお済みでない方もいらっしゃい

希望の方は、事務局までお問い合わせ下さい。大学を通じ

ます。未納の方は、
「地理空間」第５巻２号に同封した振

て電子振込みをされる場合には、必ず氏名と所属先の明記
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をお願い致します。

店番：019

［年会費の振込先］

預金種目：当座

(ア) ゆうちょ銀行への振込（ゆうちょ銀行の振込用紙を使用）

受取人名：チリクウカンカ”ツカイ

口座記号：00120-5

口座番号：779957

(イ) 他の金融機関の口座からの振込
銀行名：ゆうちょ銀行

金融機関コード：9900

２．「地理空間学会学術基金」の募金について
「地理空間学会学術基金」の募金活動について、会員の
皆さまの一層のご理解とご援助を賜りますようお願い申
し上げます。

店名：〇一九店（セ”ロイチキュウテン）
口座番号：0779957

(ウ) 年会費
一般会員 4,000 円

大学院生会費 2,000 円

学生会費 1,000 円
［振込方法］
(ア) ゆうちょ銀行への振込（ゆうちょ銀行の振込用紙を使用）
口座記号：00150-3

口座番号：707452

(イ) 他の金融機関の口座からの振込

［地理空間学会学術基金の内容］

銀行名：ゆうちょ銀行

名

称：地理空間学会学術基金

店番：019

目

的：地理学の優れた研究者を育成することを目的と

預金種目：当座

して、その研究活動の充実を図るための資金とし
て活用する。

金融機関コード：9900

店名：〇一九店（セ”ロイチキュウテン）
口座番号：0707452

受取人名：チリクウカンカ”ツカイカ”クシ”ュツキキン
※ 基金への寄付をしていただいた方のお名前は、機関誌
「地理空間」やホームページ等に掲載させていただきま

募集対象：本学会の活動理念を理解し、本寄付の趣旨にご
賛同いただける方。
ご依頼額：１口２万円（何口でも可能です）

す。お名前の掲載をご希望でない方は、
「匿名希望」と
ご記入下さい。不明な点は、事務局までお問い合わせ下
さい。

＜編集委員会からのお知らせ＞
１．次号以降の投稿について

本学会の活動を知っていただくため、会員の皆さまの研

第６巻１号は、2013 年 6 月 28 日の発行を予定しており

究室や大学・高校の図書館等での「地理空間」の定期購読

ます。原稿は随時受け付けており、査読を経て受理された

をご検討いただけますようお願い申し上げます。ご購読い

論文から順次掲載して参ります。内容は最新の論争から時

ただける場合には、学会事務局までお知らせ下さい。

事性、トピック性の高いテーマ、丹念な調査に基づく活き

３．「地理空間」掲載論文のリポジトリー等への掲載について

のよい事例研究まで幅広く受け付けております。会員の皆

掲載誌が刊行されてから半年を経過した場合には、大学

様の活発な寄稿をお待ちしております。投稿規定や執筆要

等の学術リポジトリーや著者本人のホームページ等へ自

領については、地理空間学会ホームページをご覧ください。

著の論文の掲載を認めます。掲載論文の電子ファイルが必

２．定期購読のお願い

要な方は、学会事務局までご連絡下さい。
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磯野

巧（筑波大・院生）

表紙の写真は，南オーストラリア州第二の都市マウントガンビア市に
ある火口湖，ブルーレイクです。
オーストラリア大陸南東部には世界三大規模の火山地帯が広がって
おり，その中で南オーストラリア・ビクトリア両州境一帯はカナウィン
カ地域と呼ばれ，比較的若い火山群が分布しています（右図）。現在，
カナウィンカ地域の火山はすべて死火山ですが，ドリーネや鍾乳洞，カ
ルデラ湖など，火山活動の痕跡を随所で確認することができます。
マウントガンビア市には，火口湖や陥没穴，鍾乳洞をはじめとする多
様な火山地形が存在し，その多くはレクリエーションの場として利用さ
れています。右の写真は，”アンファーソン・シンクホール Umperston
Sinkhole”というマウントガンビア市街地の陥没穴につくられた公園で
す。入園料は無料であり，春季には草木が茂りアジサイが咲き乱れるた
め，非常に人気の高い観光地となっています。また，誰でも自由に入園
することができ，観光客だけでなく市民の憩いの場としても機能してい
ます。さらに，ブルーレイクやアンファーソン・シンクホールでは，ガ
イド付きツアーがローカルビジネスとして展開しています。マウントガ
ンビア市では，こうした火山地形を観光資源として活用しており，ジオ
パークと結び付いた活動にも取り組んでいます。

編集後記
ご案内のように，地理空間学会の第６回大会を，筑波大学筑波キャンパス春日地区で開催いたします。皆さまど
うぞ奮ってご参加下さい。
ニューズレターでは学会関連情報を適宜掲載していきますので，掲載すべき情報やご要望がございましたら，事
務局までお寄せ下さい。最新の情報は学会ホームページで随時更新しております。本会では，会員間の情報交換の
手段として，メーリングリスト（jags-ml@geoenv.tsukuba.ac.jp）を開設しております。すでに多くの方に参加いた
だいておりますが，まだ登録されていない方でメールアドレスをお持ちの方は，ぜひご参加下さい。
※ 連載コラム『わがまち速報』は休載しました。
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