2013 年度研究大会のご案内

2013 年
6 月 29・30 日
（土・日）

大会テーマは
「文化と経済〜理論・実証・政策と『現場』」

前回のニューズレターでもお伝えしましたが、今年度の年次大会は 6 月 29 日（土）、6 月 30 日（日）に東京都文京区
本郷にあります東京大学本郷キャンパスで開催いたします。第１日目の講演およびシンポジウムの登壇者が決定しまし
た。また前日に開催されるエクスカーションの詳細についてもお知らせいたします。皆様のご参加を心よりお待ちして
おります。
■日程：2013 年 6 月 28 日 ( 金 )・29 日 ( 土 )・30 日 ( 日 ) ※ 28 日はエクスカーション
◎ 6 月 28 日（金） ※各コースの詳細は次ページ以降をご覧ください。
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■会場（アクセスは下図参照 )

・参加費、懇親会費は郵便振替にてご送金ください。

東京大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷 7-3-1）
法文 2 号館（講演、シンポジウム、総会）
法文 1 号館（分科会）
・受付は、法文 1 号館の 115 教室になります。
・分科会は、法文 1 号館の 113、212、214、216 教室を
予定しております。

なお、エクスカーションは別途お申し込みください。
■昼食等
大会受付において学内のレストランマップを配布いた
します。なお、2 日目の 6 月 30 日（日）は、学内のコ
ンビニエンスストア及び生協第 2 食堂は開店しておりま

・会長講演、基調講演、シンポジウムについては、法文
2 号館の一大教室で行います。
■参加費等
・参加費

払込用紙は本大会案内に同封してお送りいたします。

すが、混雑が予想されますので、ご了承ください。
■エクスカーション
大会前日の 6 月 28 日（金）には以下の 3 つのエクスカー
ションをご用意しております。

学部生 2,000 円（学生証をお持ちください）

１．秋葉原コース（担当：増淵敏之会員）

・懇親会費

会員 2,000 円、非会員 4,000 円、

5,000 円（東京大学本郷キャンパス医学部教育研
究棟カポ・ペリカーノ）

法文 1 号館
法文 2 号館

経済産業省「クールジャパン」の一つの構成要素であ
る「同人誌」カルチャーを探るため、「同人誌」販売大

手の虎の穴にて社員からレクチャーを受け、
店舗を回り、

・問合わせ先：草加叔也（くさか・としや、空間

現状を把握します。秋葉原は独特の雰囲気を持ち、海外

創造研究所）

からも多くのファンが集まっています。今回はそういう

email: jdn05636@nifty.ne.jp

点も加味して秋葉原店で実施することにしました。終了

電話 &FAX：03-5942-5636

後、時間の余裕があれば一緒に秋葉原を歩いてみること
も考えています。

３．谷根千まちあるき（担当：井口典夫会員）

・日時：6 月 28 日（金）16 時〜 18 時

谷中・根津・千駄木周辺地域、いわゆる谷根千（やね

・集合時間：16 時

せん）地域は、文京区・台東区に位置し「下町」エリア

・集合場所：虎の穴秋葉原店 A 店１F 入口（〒 101-0021

に属する地区ですが、ほかの下町エリアと違って戦災に

東京都千代田区外神田 4-3-1）

よる被害が小さく、昔ながらの下町が保存されています。

・見学場所、ルート：虎の穴会議室にてレクチャー、店
舗案内

このエクスカーションでは、そんな下町情緒あふれる谷
根千を散策します。道中では東京十社の一つに数えられ

・参加費用：無料

る根津神社、1864 年創業の江戸千代紙の老舗「伊勢辰」
、

・定員：先着 5 名

15 代将軍の徳川慶喜をはじめとした多くの著名人が眠

・申込方法：masubuchi@hosei.ac.jp 宛に、氏名、連絡

る谷中霊園など歴史あるスポットを巡ります。なおこの

先を明記の上お申し込みください。

企画は、鳩山紀一郎さん（東京大学工学部）の協力の下

・申込締切 :6 月 10 日（月）

で行います。

・問合わせ先：masubuchi@hosei.ac.jp

・日時：6 月 28 日（金）14 時～ 16 時
・集合時間 : 14 時

２．渋谷コース（担当：草加叔也会員）
東急 Bunkamura が運営をする劇場施設（シアターコ

・集合場所：東大正門前（赤門ではありませんのでご注
意ください）。

クーン、オーチャードホール、シアターオーブなど）を

・見学場所、ルート：根津神社→へび道（昔の藍染川）

中心に視察を行うとともに、東急 Bunkamura の立ち上げ

→伊勢辰（紙工芸品）→谷中銀座

から今日まで、そして渋谷という街での文化戦力につい

→よみせ通り→夕焼けだんだん→

て、東急 Bunkamura の立ち上げから関わられている仁田

築地塀→谷中霊園→日暮里駅

雅士さん（東急文化村専務取締役・シアターオーブ事業
部部長）にナビゲーションとお話をしていただきます。

・参加費用：無料（谷中銀座などでのお買い物費用は各
自ご負担ください）

視察できる施設は、劇場の都合により変わることがあり

・定員：先着 15 名

ますのでご了解ください。

・申込方法：タイトルに「谷根千エクスカーション申込

・日時：6 月 28 日（金）15 時～ 18 時（予定）

み 」、 メ ー ル 本 文 に ご 氏 名、 ご 所 属、 ご 連 絡

・集合時間：15 時

先を明記の上、yanesen2013@trip.t.u-tokyo.ac.jp 宛

・集合場所：東急 Bunkamura １階正面入口奥、レセプショ

にメールをお送りください

ン前（〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2 −

・申込締切：6 月 21 日（金）

24 − 1

・問合わせ先：yanesen2013@trip.t.u-tokyo.ac.jp

東急百貨店本店横）

・参加費用：無料
・定員：先着 20 名以内（予定）
・申込方法：jdn05636@nifty.ne.jp 宛に必要事項を記載
の上、お申し込みください。
 申込みメールには以下の事項を記載してください。
①件名：
「文化経済学会・東急文化村参加」と記載し
てください
②氏名（ふりがな）
③所属先
④連絡先（メールアドレス、電話、FAX）
 なお、参加の可否については、必ず返信をしますので、
ご確認ください。
・申込締切：定員になり次第、締め切ります。

研究大会 参加申込方法
今回も

オンライン参加登録での受付となります

【重 要】 発表者・共同発表者・座長・討論者のみなさまは、必ず参加登録を行ってください。

【オンライン参加登録】
学会ホームページ上の東京大会ページから SOLTI 大会参加登録システムに各自の会員 ID とパス
ワードでログインしてお申込みください。

https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/apply/JACE
※ 会員ＩＤ、パスワードがご不明な方は、学会事務局宛にお問い合わせいただくか、ログイン画面上
の「パスワードをお忘れの場合（再発行）
」よりご確認ください。

＜登録手順＞
１．上記参加登録システムの URL より、
各自お持ちの会員 ID とパスワードでログインしてください。
２．画面上の説明に沿って、STEP をお進みください。
３．登録後に送信される確認メールを受け取って、登録完了となります。※
※ しばらくお待ちいただいても参加登録完了メールが届かない場合は、登録メールアドレスに誤りがあるか、登録を最後まで
完了されていない場合がございます。その場合には、再度ログインいただき、ご確認いただくか、学会事務局宛、お問い合
わせください。

【参加費の納入について】
研究大会のご案内に同封の払込用紙をお使いの上、参加費等の必要な金額をご送金ください。

【ＦＡＸによる参加登録（オンライン登録を行えない場合）】
下記学会ホームページ上に公開されている参加申込用紙（PDF）をダウンロードし、学会事務局
宛（FAX：03-5907-6364）
、お送りください。ダウンロードができない場合は、事務局までご連
絡ください。

http://www.jace.gr.jp/
【お問い合わせ先】

文化経済学会＜日本＞事務局
株式会社ガリレオ学会業務情報化センター内
TEL：03-5907-3750 ／FAX：03-5907-6364
E-mail：g018jace-mng@ml.gakkai.ne.jp

申込締切：2013 年 6 月 17 日（月）
【予稿原稿とフルペーパーについて】

参 加 費 等
参 加 区 分

１．6 月中旬より予稿原稿とフルペーパーがウェブ上にアップさ

金 額

れます。印刷して当日配布されるのは予稿集のみですので、ご

学会会員

2,000 円

注意ください。予稿原稿及びフルペーパー閲覧システムにつき

非会員（一般）

4,000 円

非会員（入会申込書提出中・
理事会承認待ち）

非会員（学部生※大学院生
を除く）

懇親会

4,000 円

ましては、後日ご案内をいたします。
２．参加される皆様はフルペーパーを事前にダウンロードして印
刷ができます。事務局では印刷のサービスを受けておりませ
んので、必要な方は事前に準備をし、当日お持ちください。

2,000 円
5,000 円

３．発表者は、当日、資料やフルペーパーを参加者に配布しても
問題ありません。必要な方は、事前に配布部数をご用意の上、
会場にお持ちください。

