「天文愛好者ミーティング 2012 in 鳥取（JAAA2012）
～2012 日食がもたらしたものと新たなる挑戦～」のご案内
日本全国の天文アマチュア（団体・個人）、研究者、業界関係者が集い、天文への興味関心、
探究を深め、交流を図る全国会議の 2012 年度の総会を、鳥取天文協会、さじアストロパークの
ご協力により、開催いたします。今回は、2012 年日本全国を横断した日食に関する報告を中心
に、アマチュアの天文活動、観測活動を発表し、今後の観測プロジェクトについても話し合い
情報交換・交流を深めるミーティングとなるよう、多くの天文ファン・研究者・業界人の参加
を募ります。
●会期 2012 年 11 月 23 日（金・祝）12:30～11 月 24 日（土）12:00
●会場 さじアストロパーク

佐治天文台 大会議室

〒689-1312 鳥取県鳥取市佐治町高山 1071-1
TEL：0858-89-1011 FAX：0858-88-0103
URL

http://www.saji.city.tottori.lg.jp/saji103/

●実行委員会
実行委員長 山田義弘（東京未来大学 講師／東亜天文学会）
実行委員 開催地代表 宮本 敦（さじアストロパーク／鳥取天文協会）
実行委員 鳥取天文協会
日本天文愛好者連絡会（JAAA）スタッフ 藤由、守屋、大西、武島、友田 S、友田 K、檜木
●プログラム
■11 月 23 日（金）
12:30 開場・受付／ポスター展示
13:00 開会・挨拶
開催挨拶 実行委員長 山田義弘
JAAA 顧問（国際天文連合会長） 海部宣男（ビデオレター）
開催地挨拶 佐治天文台台長 香西洋樹
鳥取天文協会 会長 公納顕二
開催地実行委員代表 宮本敦
第１部
１）基調講演 13:30～14:10（講演 30 分、質疑 10 分）
演題：
「木星衝突閃光監視観測と木星の話題あれこれ」
講師：田部一志（東亜天文学会、月惑星研究会、株式会社リブラ代表取締役）
２）研究・活動発表① 14:10～15:20
１．2012 年 5 月の日食への全国的取り組み事例と観測報告①（15 分×2 or 10 分×3）
２．鳥取・島根地域の天文活動、サークル紹介（20 分）
３．観測・研究報告（3 分間インデキシング方式でポスター展示内容について発表×6）
＜休憩 10 分＞
３）お宝市（天文オークション【がらくた市】
） 15:30～16:30

４）ＪＡＡＡ総会 16:30～17:00
１．2011 年度（2011 年夏～2012 年秋）の JAAA 活動報告
・主催、後援イベント等報告 ・日本天文協議会活動報告
２．2012 年度、2013 年の天文現象と活動計画（2013・2014 年の開催について）、審議事項
３．LIME（ライム）プロジェクト～
NASA 月大気探査機 LADEE（ラディ）との地上からの月面閃光観察 LIME 計画
（OAA 東京支部 藤由氏／日本大学 黒柳氏～ビデオレター）15 分
５）ポスターセッション（展示）＆名刺交換 17:00～17:45
※ポスターの展示：全国各地での天文活動紹介。サークルや個人、学術研究機関のほか、業
界の取組も可。プログラム２）の３で発表する方はポスター展示必須。
※～18:30 休憩・荷物移動。ポスターセッション会場と懇親会会場は異なります。
第２部
１）懇親会 18:30～20:00 ／挨拶・乾杯 鳥取天文協会
２）夜間観望会 （天文台の夜間公開 19:30～21:00）
３）分科会 21:00～エンドレス 分科会①LIME プロジェクトと月探査（座長：藤由）
分科会②募集中 分科会③募集中

※分科会は自由参加、自由退出です。

■11 月 24 日（土）
第３部
１）研究・活動発表② 9:30～11:55 ※荷物を持って会議会場へ
１．2012 年 5 月の日食への全国的取り組み事例と観測報告②（15 分×3 or 10 分×4～5）
２．天文活動、観測、研究発表（15 分×3）
３．分科会報告（各代表による報告と提案、意見交換 3 組×10 分）
４．全体質疑・討論（総会で討議できなかったものについての検討も行います）
２）JAAA 事務連絡
閉会挨拶 11:55～12:00
●募集定員 80 名（宿泊施設の定員による。部屋割りは実行委員会の方でさせていただきます。
）
●参加費【参加形態】
１）宿泊する方（23･24 日両日参加、24 朝食・昼食【弁当】付） 大人 14,000 円
大学生・大学院生（社会人大学生・大学院生除く） 12,500 円
高校生・中学生 10,000 円
※小学生以下 応相談（申込先メールにて年齢等ご連絡下さい。
）
２）宿泊せず懇親会に出席し帰られる方（23 日・24 日両日参加,24 日昼食【弁当】付）
大人・大学生・大学院生（社会人大学生・大学院生除く）

8,000 円

高校生・中学生 5,000 円
※小学生以下 応相談（申込先メールにて年齢等ご連絡下さい。
）
３）宿泊せず懇親会に出席し帰られる方（23 日のみ参加） 7,000 円
４）宿泊せず懇親会を欠席し帰られる方（23 日・24 日の両日参加，24 日昼食付）2,500 円
５）宿泊せず懇親会を欠席し帰られる方（23 日のみ参加）1,500 円

●アクセスサポート（空港、最寄駅からの送迎）
最寄の空港、駅から、次の便について、可能な範囲でさじアストロパーク関係者および鳥取
天文協会の皆様のご厚意で各人の車両にて、会場まで送迎をしていただけることになりました。
交通手段が難しい方等を優先させていただきますので、お申し込み時にご相談下さい。
＜東京方面からの飛行機：最寄空港 鳥取空港＞
11 月 23 日 ＡＮＡ 羽田 295 便 10:45 発 → 鳥取 12:05 着
11 月 24 日 ＡＮＡ 鳥取 298 便 18:00 発 → 羽田 19:15 着
＜電車：最寄駅 ＪＲ用瀬（もちがせ）＞
※下記は現時点での一案です、現地実行委員と検討中です。
11 月 23 日 用瀬駅 11 時（例：智頭 10:49 発 → 用瀬 11:01 着）
●申し込み方法
１）最初にメールで次の事項を明記の上、お申し込みください。メールのタイトルの（ ）の
中には申込者の名前を入れてください。お申込みは、お１人分ずつメールにてお願いします。
メールのタイトル：JAAA2012 申込（○○○○）
メール本文に明記する事項：

①参加申込者名（フリガナ）
②性別
③連絡先電話番号（携帯電話可）
④連絡先メールアドレス
⑤お住まいの都道府県
⑥所属
⑦参加費【参加形態】 前述の参加形態より選びご記入ください。また参加形態に記載の
金額を確認のため記入してください。
⑧利用交通機関（自家用車、電車、飛行機など）
⑨アクセスサポートによる送迎希望の方はその由と到着予定時間をお知らせください。
⑩その他：一緒に参加する方がいる場合にはその方の名前を、乳幼児等も一緒に参加され
る場合にはその旨をお知らせください。学生の場合には学年をお知らせください。
⑪発表・ポスター展示：天文学および天文活動に関する発表・ポスター展示を希望される
方は、11 月 2 日までに参加申し込みをしてください。その際、次のａ～ｃの３つの項目
についてもお知らせください。
※基本的に先着順ですが、発表希望者多数の場合は、過去の JAAA イベント未発表者を優
先いたします。時間等の割り振り等は実行委員会で調整の上ご連絡いたします。
ａ）形態：口頭発表(10～15 分)＋ポスター展示、3 分間インデキシング発表＋ポスター
展示、ポスター展示のみ のどれでの発表を希望するかお書きください。
ｂ）発表タイトル
ｃ）発表概要（200 文字以内）
⑫「お宝市（天文オークション・天文がらくた市）」出品：「お宝市」に出品をご希望の方
は出品希望の由と出品する品名および個数をお知らせください。出品物の運搬等に係
る管理および責任等は出品者本人が行うこととします。

参加申し込み先メールアドレス： astronomysummit＠gmail.com
※10 日以内に返信がない場合には、メールアドレス間違い、スパム扱い等の可能性があり
ますので、再度、お申込み下さい。その際、JAAA 事務スタッフまでご連絡ください。
２）申し込み後１週間以内に、参加費を郵便局の JAAA の口座にお振込みください。振込手数料
はお振込み人がご負担ください。
※キャンセルに伴う返金は振込手数料を引いた額とさせていただきます。11 月 16 日以降の
キャンセルについてはキャンセル料が発生しますのでご了承ください。
郵便局 口座番号 00140-3-766515
加入者名 日本天文愛好者連絡会
●参加申し込み締め切り：2012 年 11 月 12 日（月）23:59 必着
●問合せ先メールアドレス：JAAA スタッフあての次のどちらかのメアドにご連絡下さい。
astronomysummit＠gmail.com ／

jaaa-owner＠yahoogroups.jp

【東日本地域の一部の方へ】さじアストロパークまでの交通についての提案
東京方面からの高速バス、飛行機ともに、便数があまり多くなく、高速バス停留所からさ
じアストロパークまでの交通手段が予約タクシー等になることから、東京発の深夜往復バス
の運行を検討しています。参加希望者が 20 名集まらないと運行が難しいこともあり、希望さ
れる方は、10 月 19 日までに JAAA 事務スタッフ（JAAA2012 問合せ先もしくは JAAA-ML まで）
ご連絡をいただければと思います。
バスの運行が可能かどうかは 10 月 21 日昼までに JAAA-ML
にて流します。
費用：20 名参加の場合の一人当たりの交通費 3 万円の予定
大まかな旅程：
22 日 22 時半～23 時 東京 or 上野発
（仙台、いわき、日立 19 時半発の電車でだいたい間に合うようです）
23 日 ～9 時半 さじアストロパーク着
※途中休憩３～４回、朝食を加西 SA（レストラン 7:00 開店）あたりでとる。
24 日 JAAA2012 終了後、佐治天文台見学。夕方に鳥取発の予定。
25 日 6 時～8 時 東京 or 上野着
●参考：さじアストロパーク佐治天文台「プラネタリウム」を見たい方へ
【土日祝日の上映時間（1 回 45 分）
】10:30～

12:30～ 14:00～ 16:00～

