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2. 概要 

・日程    2018 8/20~8/22 

・場所 

ホテル君佳(http://www.kimiyoshi.com)山梨県, 笛吹市, 石和町川中島1607-27 

・集合時間  13:00     場所      ホテル君佳 

昼食は各自でお願いします。 

・費用 

宿泊費\19,300を当日三嶋さんが回収します。 

飲み会費用は現地でかかった分を清算します。 

・アクセス     

JR石和温泉駅から徒歩約３０分(一日目は12:20に石和

温泉駅に迎えのバスが来ます) 

http://www.kimiyoshi.com/
https://maps.google.com/?q=406-0024+%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C,+%E7%AC%9B%E5%90%B9%E5%B8%82,+%E7%9F%B3%E5%92%8C%E7%94%BA%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B61607-27&entry=gmail&source=g


3. スケジュール 
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・集合と解散 

集合はホテル君佳ですが徒歩だと距離が遠いので12:20

に石和温泉駅に迎えのバスが来ます（三日目は12:30予

定）。チェックアウトは10:00までなので三日目の発表

の前に済ましておいてください。 

・朝食と夕食 

朝食は7:00~9:00、夕食は18:00~20:00までの間に全

員で食べに行きます。 

・花火大会（自由参加） 

二日目の夜には第54回石和温泉花火大会が開催されて

います。時間が夕食の時間と一部重なっているのでご注

意ください。 

 

 

 

 

開催日 平成30年８月２１日（火曜日） 

打ち上げ時間 午後７時３０分～午後9時 

打ち上げ場所 笛吹市役所前河川敷 

打ち上げ数 約１万発 



4. 発表時間割 

Day Time 座長 発表者 タイトル 

1日目 13:30-13:50 永易 片桐 拓弥 The instability of small charged AdS black hole with Generalized boundary condition 

 13:50-14:10  
中司 桂輔 Non-Singular BHからの量子的輻射 

 14:10-14:30  古賀 泰敬  photon sphereの性質と一般化について 

 14:30-14:40  
休憩 

 

 
14:40-15:00 三嶋 小笠原 康太 BTZ時空におけるシェル衝突 

 15:00-15:20  
彌永 亜矢 Extended Cuscuton 

 15:20-15:40  
那須 千晃 K-mouflageタイプのスカラー場が与える星の内部への影響 

 15:40-16:10  
休憩・チェックイン  

 16:10-16:30 木村 三嶋 洋介 Gravitational waves constraints on Quintessential Inflation 

 16:30-16:50  平野 進一 高エネルギー理論と有効場理論の整合性条件 

 16:50-17:10  
赤間 進吾 空間曲率が及ぼす初期宇宙への影響 

２日目 10:00-10:20 木村 森 裕子 The adiabatic/entropy decomposition 

 
10:20-10:40 

 富川 慶太郎 初期宇宙における相転移(仮、本当に仮) 

 
10:40-11:00 

 
中川 巧一郎 トレースアノマリー 

 11:00-11:20  
永易 健太 カイラルアノマリー 

 11:20-11:30  休憩 
 

 11:30-11:50 三嶋 木村 航 SYK model 

 11:50-12:10  
高橋 一史 Horndeski理論の原論文を読む 

 
12:10-12:30 

 平松 尚志 Annual report 2017-2018 

３日目 10:00-10:20 木村 原田 知広 地平線のない時空の粒子生成 

 10:20-10:40  
小林 努 重力波の伝播とパリティ 

 
10:40-11:00 

 
初田 泰之 Hofstadter模型におけるインスタントン効果 

 11:00-11:10  休憩  

 
11:10-11:30 永易 中山 優 俺の重力解 type IIB 

 11:30-11:50  田中 秀和 光子の構造 

 11:50-12:00  
表彰  



5. ホテル施設 

・注意事項 

持ち込んだ物は宿泊部屋の中でのみ飲食すること！ 

・宿泊部屋 

8畳部屋①    原田さん、小林さん 

8畳部屋②    田中さん、中山さん 

12畳部屋①    助教&PD部屋 

12畳部屋②    女子部屋 

12畳部屋③    D&M2部屋(小笠原さん、古賀さん、赤間

さん、富川さん) 

12畳部屋④    D&M2部屋(平野さん、中司さん、片桐さ

ん、中川さん) 

12畳部屋⑤    M1部屋 

 

 

 

 

 



・設備 

冷暖房完備 / テレビ / インターネットWi－Fi / 湯沸か

しポット / お茶セット / 冷蔵庫 / 金庫 / ドライヤー / 

バス・トイレ 

・アメニティ 

浴衣 / タオル / バスタオル / 歯みがきセット 

 

・温泉 

  



6. 観光（参考） 

・宝石庭園 信玄の里 

約1,000坪に及び庭一面に宝石を敷き詰められた光り輝

く日本最大級の宝石庭園です。宝石の資料館あり、水晶

細工の数々や素晴らしい名工の手による美術品の数々、

まぶしいほどの宝石の数々を展示しています。 

ｂｙホテル君佳HP 

ホテルから徒歩30分ほど歩くので注意 

入園時間：8:00 ～ 17:00（入園16:30迄） 



・マルス山梨ワイナリー 

入場は無料となっており、見学コースでは葡萄やワイン

の歴史が学べる壁画を備えた地下樽貯蔵庫、ワインの香

り漂う低温貯蔵庫、ワインの瓶詰ライン等がご覧いただ

けます。売店・試飲場では無料試飲だけで7～8種類の

ワインと、山梨産のぶどうジュースをご用意しておりま

す。有料試飲コーナーでは、国内外の様々なコンクール

で受賞したワインや、オールドヴィンテージのワインな

どをグラスでお楽しみ頂けま

す。ｂｙ本坊酒造HP 

ホテルから徒歩で20分ほど 

見学は予約が必要なので注意 

・駅中ワインサーバー in 石和温泉駅 

石和温泉駅にある石和温泉観光案内所内には、日本初の

駅中ワインサーバーがあり、石和市内のワイナリー10

社、計16種類のワインが有料（1杯200~400円）で試

飲可能です。ｂｙ本坊酒造HP 



7. 電車時刻表（参考） 

池袋からの電車の一例です。 

・特急あり 

 

・特急なし 

 


