======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.681 **2019/6/28
======================================================================
1. 【開催案内】
「第 29 回国際地図学会議」
2. 【開催案内】
「第 18 回新芳香族化学国際会議」
3. 【開催案内】
「地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム 2019」
4. 【お知らせ】土曜日・日曜日及び祝日の会議室利用に関するお知らせ
■--------------------------------------------------------------------【開催案内】共同主催国際会議
「第 29 回国際地図学会議」
---------------------------------------------------------------------■
会 期：令和元年 7 月 15 日（月）～7 月 20 日（土）
［6 日間］
場 所：東京国際交流館 ほか（東京都江東区）
日本学術会議と国際地図学協会日本委員会が共同主催する「第 29 回国際地図学
会議」が、7 月 15 日（月）より、東京国際交流館ほかを使って開催されます。
当国際会議では、
「地図づくりを，誰にもどんな事にも!」をメインテーマに、
アートと地図、アトラス、地図遺産、子どもと地図、災害地図、地図認知、地図
学教育、総描、空間分析、地図史、位置情報サービス、地図デザイン、投影法、
視覚障害者向け地図、インターネット利用、山岳地図、オープンソース、惑星地
図、センサー利用、地名、地図利用、視覚化、等を主要題目として、研究発表と
討論が行われることとなっています。
その成果は、地図学，地理情報科学の発展に大きく資するものと期待され、本
会議には約 60 か国・地域から約 1,100 名の参加が見込まれています。
期間中には、一般市民を対象とした市民公開講座として、7 月 16 日（火）～
19 日（金）に「ICA 国際地図展」
，
「バーバラ・ペチュニク子ども地図展」が開
催されることとなっております。これらは無料で一般公開され、毎日ガイドツア
ーが実施される予定です。関係者の皆様に周知いただくとともに、是非、御参加
いただきますようお願いいたします。
第 29 回国際地図学会議 市民公開講座
「ICA 国際地図展」
，
「バーバラ・ペチュニク子ども地図展」
日 時：令和元年 7 月 16 日（火）～19 日（金）9:00～18:00（最終日は 15:00 まで）

会 場：テレコムセンタービル
参加費：無料
※内容等の詳細は以下のホームページをご参照ください。
○第 29 回国際地図学会議公式ホームページ
http://www.icc2019.org/
○市民公開講座
http://jcacj.org/
【問合せ先】日本学術会議事務局参事官（国際業務担当）付国際会議担当
（Tel：03-3403-5731、Mail：i254*scj.go.jp）
※アドレス中、*を@に変更してお送りください。
■--------------------------------------------------------------------【開催案内】共同主催国際会議
「第 18 回新芳香族化学国際会議」
---------------------------------------------------------------------■
会 期：令和元年７月２１日（日）～７月２６日（金）
［６日間］
場 所：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）
日本学術会議と日本化学会、基礎有機化学会が共同主催する「第 18 回新芳香
族化学国際会議」が、７月２１日（日）より札幌コンベンションセンターで開
催されます。
当国際会議では「特異な特性を持つ芳香族化合物の合成化学、構造化学、物
性化学」をメインテーマに研究発表と討論が行われることとなっており、その
成果は、現代社会のニーズに応えるスマート物質を供給し、持続可能な社会の
発展に大きく資するものと期待されます。また、本会議には２５か国・地域か
ら約６００名 の参加が見込まれています。
また、７月２１日（日）に一般市民を対象とした市民公開講座が開催される
こととなっております。関係者の皆様に周知いただくとともに、是非、御参加
いただきますようお願いいたします。
第 18 回国際新芳香族化学国際会議 市民公開講座
日 時：令和元年７月２１日（日）１３:００～１５:３０
会 場：札幌コンベンションセンター

参加費：無料
※内容等の詳細は以下のホームページをご参照ください。
○第 18 回新芳香族化学国際会議公式ホームページ
http://www.isna18.org/
○市民公開講座
http://www.isna18.org/program/public.html
【問合せ先】日本学術会議事務局参事官（国際業務担当）付国際会議担当
（Tel：-30430-53731、Mail：i254*scj.go.jp）
※アドレス中、*を@に変更してお送りください。
■--------------------------------------------------------------------【開催案内】共同主催国際会議
「地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム 2019」
---------------------------------------------------------------------■
会 期：令和元年 7 月 28 日（日）～8 月 2 日（金）
［6 日間］
場 所：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
日本学術会議と米国電気電子学会 地球科学及びリモートセンシング部会
（略称：IEEE GRSS）
、IGARSS2019 組織委員会が共同主催する「地球科学・リモート
センシング国際シンポジウム 2019」が、7 月 28 日（日）より、パシフィコ横浜で開催
されます。
当国際会議では、
「21 世紀における地球環境の保護と減災」をメインテーマに、
「地球環境を守るリモートセンシング技術、宇宙技術」
、
「電磁波、光学解析技術」
、
「大規模なデータ解析、理解、処理技術」等を主要題目として、研究発表と討論が行
われることとなっており、その成果は、同分野の発展に大きく資するものと期待され
ます。
また、本会議には 51 ヵ国・地域から約 2,300 名の参加が見込まれています。
また、横浜市に在住または在学の小学 5 年生～中学生を対象として、7 月 29 日（月）
に「宇宙から調べよう！リモートセンシングで見る地球のすがた」が開催されること
となっております。関係者の皆様に周知いただくとともに、是非、御参加いただきま
すようお願いいたします。

※内容等の詳細は以下のホームページをご参照ください。
○地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム 2019 公式ホームページ
https://igarss2019.org/
○公開講座「宇宙から調べよう！リモートセンシングで見る地球のすがた」
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kokusaikoryu/mice/yokohamade/jisedai/20190729.ht
ml
【問合せ先】日本学術会議事務局参事官（国際業務担当）付国際会議担当
（Tel：03-3403-5731、Mail：i254*scj.go.jp）
※アドレス中、*を@に変更してお送りください。
■----------------------------------------------------------------------【お知らせ】土曜日・日曜日及び祝日の会議室利用に関するお知らせ
-----------------------------------------------------------------------■
土日・祝日のうちシンポジウム等が開催されている日に限り、日本学術会議の
用務のために会議室を使用することができます。
現在、以下の日程で、土曜日・日曜日及び祝日にシンポジウム等の開催が予定
されておりますので、この日程のいずれかで委員会等のために会議室を使用した
い場合には、委員会等を担当する職員に開催１か月前までにご連絡ください。
なお、土日及び祝日における会議室の利用は、原則として午前 10 時から午後５
時までの間となります。
◆会議室利用が可能な土曜日・日曜日及び祝日
・令和元年７月６日（土）
・令和元年７月 13 日（土）
・令和元年７月 28 日（日）
・令和元年９月８日（日）
・令和元年９月 16 日（月・祝）
・令和元年 10 月５日（土）
・令和元年 10 月 12 日（土）
・令和元年 10 月 20 日（土）
・令和元年 10 月 27 日（日）
・令和元年 11 月９日（土）
・令和元年 11 月 17 日（日）

・令和元年 11 月 24 日（日）
・令和元年 11 月 30 日（土）
・令和元年 12 月 21 日（土）
・令和元年 12 月 22 日（日）
★-------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitter を用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報の Twitter のページはこちらから
http://krs.bz/scj/c?c=367&m=47846&v=67faa37a
***********************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://krs.bz/scj/c?c=368&m=47846&v=85a1cc65
***********************************************************************
=======================================================================
日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等へ
の転載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読み
いただけるようにお取り計らいください。
【本メールに関するお問い合わせ】
本メールは、配信専用のアドレスで配信されており返信できません。
本メールに関するお問い合わせは、下記の URL に連絡先の記載がありますの
で、そちらからお願いいたします。
=======================================================================
発行：日本学術会議事務局 http://krs.bz/scj/c?c=369&m=47846&v=202a5c6b
〒106-8555 東京都港区六本木 7-22-34

