
2018年度 家康の里研究会 
 

2019年1月4日(金) ~ 1月6日(日) 
家康の里 大野屋 

運営 : 宇都宮大学 東口研究室 
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1 幹事挨拶 

ご挨拶 
　この度はお忙しい中，2018年度家康の里研究会にご参加頂き，誠にありがとう
ございます． 
　本研究会では，多分野への視野を拡大し，相互間の交流・情報の交換の場とな
ることを目的としています． 
　今回は，先輩方にも参加して頂き，東口研究室一同，嬉しい限りでございます． 
　本研究会に参加して頂いた目的は各々あることと思います．研究の話，身体を休
めるなど，ひたすらに飲みたいだけの人，それぞれが目的を達成でき，さらに何
か得ることのできる有意義な3日間になれば幸いです． 
　最後になりましたが，本研究会を開催するにあたり，お力添えをして頂きまし
た関係者の皆様に厚く御礼申し上げます． 

2019年1月4日 
東口研究室四年一同 
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2 日程 

2.1 全日程 

　　　　 

　　 

2.2 研究会プログラム (予定)
■研修日程 13:00受付開始(参加費回収，しおりの配布)

プログラム: 1月4日(火)13:55~18:00(予定)  

＊発表時間10分(4年生 : 8分)，質疑応答5分(4年生 : 4分) 

13:55 はじめに 

14:00 堀井 拓 
 ~レーザー生成プラズマ光源から生じる高速イオン測定と信号処理ソフトウェア開発~ 

14:15 田中 あいな 

 ~ESAを用いた価数分離スペクトルの観測~ 
14:27 島田 悠太 
 ~近況報告~ 

14:42 陳 文博 
 ~水の窓軟X線顕微鏡に関する研究~ 

14:57 川崎 太夢 
 ~ビスマスプラズマからの軟X線スペクトルのレーザー波長依存性~ 

日付 時刻 活動内容
1/4(金) 13:00 チェックイン

13:55~18:00 研究会
18:30~20:30 懇親会

1/5(土) 8:00~ 朝食
10:00~18:00 自由行動
18:00~20:30 夕食

1/6(日) 8:00~ 朝食
~12:00 チェックアウト
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15:09  休憩 

15:16 荒居 剛己 
 ~近況報告~ 
15:31 庄司 美咲 
 ~Yb:YAGアクティブミラーレーザーに関する研究~ 

15:43 森 陽紀 

 ~LED 光源を用いた医療用光源の開発~ 
15:55 前田 啓吾 
 ~海外出張報告~ 
16:10 小倉 拓人 
 ~高出力Erファイバーレーザー発生のための要素技術の研究~ 

16:25 影山 稜 

 ~高出力レーザーのための高品質レーザー発生~ 

16:37 山内 駿 
 ~注入同期差周波発生による狭帯域中赤外光の発生と光パラメトリック増幅~ 
16:52 篠崎 夏美 
 ~STED光発生のための広帯域光源の開発~ 
17:07 　休憩 

17:22　宜寿次 拓弥 
 ~JOM静岡事業所工務部電気科に配属されて~ 
17:37 田村 賢紀 
 ~部屋と作業着と私~ -会社での仕事と近況報告-  
17:52　     終了
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3 会場 

3.1 名称 
家康の里 大野屋 

3.2 所在地 
〒321-2716  

栃木県日光市野門 281
TEL：0288-97-1425 FAX：0288-97-1811
URL：http://www.tochigi-oonoya.com/ 

最寄り駅 ：東武鬼怒川線 鬼怒川公園駅  
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3.3 交通案内 
10:00 宇都宮大学出発 
  (各自昼食) 
13:00 家康の里到着 

■車の場合 
宇都宮大学からの交通案内 

※家康の里 大野屋前のスペースへ駐車を行ってください． 

※運転中のスリップ，お話し中のスリップには十分ご注意ください． 

※休憩などは考慮されておりません．十分な休憩時間をもうけておいで下さい. 
※日光霧降高原 (日光方面) のルートは山道で蛇行しています．また，鹿が飛び出
してくる恐れがあるとの事なので控えることをお勧めします． 
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※細い道もあるのでご注意ください． 

■電車の場合 
宇都宮駅から最寄り駅までの乗り換え案内 

宇都宮駅

↓ 35 分 日光線 669 円

今市駅
↓ 10 分 徒歩 (走れば３分)

下今市駅

↓ 25 分 東武鬼怒川線・会津島田行 247 円

鬼怒川公園駅
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バスタオル フェイスタオル 浴衣 ハミガキセット スリッパ 

ボディーソープ リンスインシャンプー テレビ 電話 湯沸かしポット 

お茶セット 冷蔵庫 ドライヤー アイロン(貸出) ヘルスメーター 

洗浄機付トイレ(一部) 石鹸（液体） 金庫

　今回の研究発表会では，ご主人のご厚意により貸し切りとさせて頂きました！ 
ここ家康の里のアメニティは大変充実しており，以下のものが取り揃えられております．

　ここの大浴場は 24 時間 お好きな時 に使用可能です！もちろんお風呂は男女別です． 
お風呂は各客室にもついており，心ゆくまで楽しむことができます． 

Fig. 4-1：客室 Fig. 4-2：大浴場

　娯楽施設では， カラオケルーム や 麻雀セット 将棋セット も用意されており，通常時は カラオケ 
1 時間で 1,000 円 のところ，これまたご主人のご厚意でなんと 無料 となりました！ 

4.1 施設内設備

4.2 注意事項

　食事は，朝，夕方に用意されています．足りない可能性のある方は，到着前に食材を持ち込んでおいて
下さい．コンロとフライパンは貸して下さるそうです． 
注) 昼食は，準備しておりません．各自でお願い致します． 
・喫煙コーナーは 1 階ロビーに用意してあります．応接室ソファでおくつろぎ下さい． 
・使用後，客室の清掃を行ってください．( 最低でもゴミは捨てておきましょう ) 
・今回の合宿はご主人の優しさで成り立っており，障子を破る，タバコの火の不始末等 
　の行為だけはしないように気をつけて下さい． 

4.1 施設内設備



6 その他 

6.1 緊急時への備え 
6.1.1周辺病院案内 
・獨協医科大学 日光医療センター　　TEL : 0288-76-1515 
住所 : 栃木県日光市高徳632番地 
診療時間 : 月曜日～金曜日：午前9:00～午後0:00　　午後1:00～午後4:30 

　   土曜日       : 午前9:00～午後0:30 (救急あり) 
   URL : http://www.dokkyomed.ac.jp/nmc/info/107.html  
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・日光市民病院   TEL :  0288-50-1188 
住所 : 栃木県日光市清滝安良沢町1752-10 
診療時間 : 月曜日～金曜日：午前8:30～午前11:30　　午後1:30～午後4:30 

   土曜日       : 午前8:30～午前11:30 (救急あり) 
      URL : https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/nikko/html/ 

注)消防・救急：119番 
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その他付近の病院 

6.1.2 災害 
　地震や火災などの発生に備え各施設内の避難経路や非常口、消火器やAEDの位
置の確認をお願い致します．
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6.2 お食事処
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 そば処瀬戸合峡 (車で6分) 
  山小屋のドライブイン (車で11分)
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鬼怒川公園駅付近のお食事処 

一富士，和彩工房，華厳，Cafe salon de the OKA などがおいしいと評判のようです．

昼食は各自なので，良ければ皆さん行ってみてください！


