
日本洞窟学会第 44 回大会（宮城県気仙沼市大会）のご案内  
（第 1 報）  

 
 
１．	 開催にあたって 

	 本大会は宮城県北東部の三陸沿岸地域にある気仙沼市で開催されます。東北地方太平洋側の北

上山地や阿武隈山地には、有名な安家や仙台平などのカルストがありますが、これらの他にも大

小様々なカルストが点在しています。気仙沼市の海岸付近から山地にはペルム系石灰岩が散点的

に分布していて、それら石灰岩体中には約 30の洞窟が知られています。その中には、気仙沼湾
奥部の神明崎にある管絃窟のように、洞床の大部分が海水面下に沈んだ珍しい洞窟もあります。

三陸沿岸は変化に富んだ風光明媚なリアス海岸として知られており三陸復興国立公園の指定も

受けていますが、一方で津波による被害を繰り返し受けてきた地域でもあります。2011年 3月
11 日に発生した津波は、気仙沼市を含む太平洋沿岸域に甚大な被害をもたらしました。この震
災から 7 年余りが経過しましたが、気仙沼市はいまだ復興の途中にあります。洞窟学会会員に
は、力強く復興に邁進する気仙沼市の現状を見ていただき、また、気仙沼市民の皆さんとともに、

気仙沼市の洞窟や三陸ジオパークのジオサイトの巡検および学術講演会・市民講演会などを通し

て、洞窟学・地球科学・災害科学への関心・見識を高めていただくきっかけとなれば幸いです。 
  
２．	 開催日 

平成 30年 10月 6日（土）~ 8日（月・祝） 
 

３．	 会場 
気仙沼中央公民館（宮城県気仙沼市魚市場前 1-1） 
 

４．	 参加対象 
日本洞窟学会会員、気仙沼市市民、学生、一般 
 

５．	 日程（予定） 
10月 5日 
10月 6日 

 
10 月７日 

 
10月 8日 
 

評議員会（18:00~21:00） 
市民向け洞窟巡検（9:00~16:00）、開会式（14:00~）、学術講演会（口頭発表）
（14:30~17:00）、総会（17:10~18:30）、巡検・講習会事前打ち合わせ（18:30~19:00） 
洞窟巡検（8:00~16:00）、地質巡検（8:00~16:00）、洞窟学講習会（8:00~16:00）、
市民講演会（14:00~16:00）、懇親会（18:30~20:30） 
学術講演会（ポスター発表コアタイム）（9:00~11:30）、閉会式（11:30~） 
会期中の洞窟写真展も予定しています 

 
６．	 大会組織 

主 催 ： 
共催（予定）： 
後 援 ： 
実行委員長： 
副 委 員 長 ： 
事 務 局 ： 
実 行 委 員 ： 
 

  

日本洞窟学会（学会長：後藤 聡） 
気仙沼市教育委員会 
未定 
山田 努（東北大学・日本洞窟学会副会長） 
未定（気仙沼市教育委員会関係者を予定） 
山田 努（東北大学） 
菊地敏雄（東山ケイビングクラブ）、平 宗雄（あぶくま・けいばぁず・くらぶ）、
明治大学地底研究部、東京農業大学農友会探検部、東洋大学探検部ほか

７．	 学会事務局 
太田泰弘（北九州市立自然史・歴史博物館） 
Tel：093-681-1011	 Fax：093-661-7503	 E-mail：conference@speleology.jp 
 
 



８．	 大会事務局 
山田 努（宮城県気仙沼大会事務局） 
〒980-8578	 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3	 東北大学大学院理学研究科地学専攻	
E-mail：kesennuma.speleoconf@gmail.com 
参加者に E-mailで連絡する際には，上記の大会事務局のメールアドレスを使用します。迷惑メ
ール対策等で受信できるメールのドメイン等を指定している場合には、大会終了時までこのアド

レスからのメールを受信できるように設定を行ってくだい。 
 

９．	 大会参加費ほか 
	 参加費は、大会参加費、懇親会参加費に分かれます。参加費は下記のゆうちょ銀行口座に 9
月 21日までに振り込んでください。振込手数料は各自ご負担ください。領収書は、大会当日に
受付で発行します。また、申込み後の自己都合によるキャンセルの場合は、参加費等の払い戻し

は原則いたしません。 
 
・大会参加費（資料代、保険料を含む。弁当は付きません） 
事前申込み（9月 21日まで） 会員 4000円、学生 2000円、一般（気仙沼市民除く）5000円、

一般（気仙沼市民）無料（ただし、講演要旨集は付きません） 
当日申込み（9月 22日~当日） 会員 5000円、学生 2500円、一般（気仙沼市民除く）6000円、

一般（気仙沼市民）無料（ただし、講演要旨集は付きません） 
・懇親会参加費 
事前申込み（9月 21日まで） 会員 4000円、学生 2000円、一般（気仙沼市民除く）5000円、 

一般（気仙沼市民）4000円 
当日申込み（9月 22日~当日） 会員 5000円、学生 2500円、一般（気仙沼市民除く）6000円、 

一般（気仙沼市民）5000円 
 
【ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きする場合はこちら】 
・	 ゆうちょ銀行振替口座 
・	 口座記号番号：02290-3-123643 
・	 口座名称（漢字）：日本洞窟学会宮城県気仙沼市大会実行委員会 
・	 口座名称（カナ）：ニホンドウクツガッカイミヤギケンケセヌマシタイカイシ 
※	口座名称（カナ）は字数制限のため、上記のように途中で切れるようです。 
※	記号は 5桁と 1桁（チェックデジット）の合計 6桁です。 

【別の銀行等の金融機関から、ゆうちょ口座へ振込する場合はこちら】 
・	 銀行名：ゆうちょ銀行 
・	 店名（店番）：二二九（ニニキュウ）店（229） 
・	 預金種目：当座 
・	 口座番号：0123643 
・	 口座名称（漢字）：日本洞窟学会宮城県気仙沼市大会実行委員会 
・	 口座名称（カナ）：ニホンドウクツガッカイミヤギケンケセヌマシタイカイシ 
※	口座名称（カナ）は字数制限のため、上記のように途中で切れるようです。 

 
１０．	 参加申込方法および締切期日 

	 参加申込みは、この案内の 後尾にある申込用紙あるいは学会ホームページにある申込用紙に

必要事項を記入の上、下記申込み用アドレス宛に e-mail でお送りください。申込み受付日から
3日以内に確認の返信をいたします（郵送での申込みも受け付けますが、返信などに時間がかか
ります）。 
申込み開始日時：2018年 8月 20日 12：00 
申込み締切日時：2018年 9月 14日 18：00 
申込み用メールアドレス：kesennuma.speleoconf@gmail.com 
申込用紙郵送先住所：〒980-8578	 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3	 東北大学大学院理学研
究科地学専攻	 山田 努 宛 



事前申込締切期日後に参加申込みをされた場合も、講演会や懇親会等には参加できますが、保険

手続き上、入洞を伴う洞窟巡検・洞窟学講習会には参加できないことがあります（参加の可否に

ついては連絡します）のでご了承ください。 
参加申込み書の受付と入金の確認をもって、参加申し込みが完了となります。 
 

１１．	 学術講演会（口頭講演およびポスター講演）（10月 6日 14:30~17:00；10月 8日 9：00~11：30） 
	 日本洞窟学会の学術講演会の演題としてふさわしい内容の口頭講演およびポスター講演を募

集します。洞窟学やケイビングに関する講演および遠征やクラブの活動に関する報告等、洞窟に

関する幅広い分野の話題を受け付けます。 
申込資格は、発表者が本会会員または本会入会希望者で本年度会費を納めていることです（非会

員が共同発表者に含まれることは構いません）。 
	 応募された演題は大会実行委員会により採否を判断し、e-mailにて講演申込者に連絡します。
採否の判断に不服がある場合には、その旨、学会事務局にお知らせください。日本洞窟学会評議

員会が協議して、採否の 終的な決定を行います。 
	 講演の申込みは、本案内の 後尾の講演申込み書と講演要旨（別紙の作成手引きに従って作成）

を期日（2018年 9月 14日 18：00）までに、e-mailでお送りください（郵送での申込みも受け
付けますが、締切期日までに確実に配達されるように余裕を持って投函してください）。なお、

会場の都合で、希望された発表形態の変更をお願いする場合がありますが、その際には事前にお

知らせします。 
	 ポスター発表：ポスターの掲示は大会期間を通して行い、一般市民の方にも気軽に見ていただ

けるようにします。なお、ポスター講演のコアタイムは大会 3日目（10月 6日）の午前中に設
けます。ポスターボードのサイズは、追ってお知らせします。 
	 口頭講演：パソコンは PowerPointを導入したWindows PCのみを用意します。Macを使っ
て講演する方は、Mac本体およびプロジェクターへのコネクタ等を各自ご準備ください。 

  
１２．	 市民講演会（10月 7日 14:00~16:00） 

「気仙沼市の水中鍾乳洞：その生い立ちから将来像まで（仮題）」と題して、気仙沼地域の地質

や洞窟の成り立ちやそれらの特徴や意義などについて、専門家がわかりやすく解説します。 
「気仙沼地域の石灰岩を中心とした地質（仮題）」荒木英夫氏 
「氷期・間氷期の海面変動および縄文海進にともなう気仙沼地域の水中鍾乳洞の形成（仮題）」

山田 努 
 

１３．	 市民向け洞窟巡検（10月 6日）（定員 20~30名程度を予定） 
	 気仙沼市内中心部にある「管絃窟」と「龍神窟」は、多くの市民が存在を知っていますが、と

もに一般公開はされていません。「管絃窟」は東北地方では非常に珍しい水中鍾乳洞であり、海

水面が現在よりも低い時期に形成された洞窟です。「龍神窟」の内部は、ストロー、フロースト

ーン、石筍などの多くの二次生成物で飾られています。市民の皆様にこれら 2つの洞窟内部を見
ていただき、洞窟に親しんでいただくきっかけとなるよう、この巡検を企画しました。龍神窟の

洞口は歩道から 3~4 m上方にあるので、入出洞時にハシゴを使用します。また、洞口から 3~5 m
程度を腹ばいで進む必要があります。管絃窟内部の見学の際には、（潮の状況に応じて）ゴムボ

ートを使用することがあります。本巡検では、これらの洞窟を熟知した大会実行委員が安全管理

とサポートを行います。 
	 本巡検への参加には、ハシゴの昇降、狭洞部の通過、ゴムボートへの乗り降りに際して、特別

な補助を必要としないことが条件になります。中学生以上の方は 1名での参加が可能ですが、小
学生（ただし 10歳以上）は保護者が同伴する場合に限って、参加可能となります。申込先・期
日や参加費用（保険代含む）などの詳細は追ってご連絡いたします。 

 
１４．	 洞窟巡検・地質巡検・洞窟学講習会（10月 7日 8：00~16：00） 

	 いずれも 10月 7日に開催します。洞窟巡検・地質巡検・洞窟学講習会には、参加者の自家用
車やレンタカーを利用します。利用させていただいた車両の燃料代は補助しますので、協力をお

願いします（提供可能な場合には、参加申込書の当該欄に記入をお願いします）。なお、中央公



民館および周辺には十分な駐車スペースがあります。 
 
u 洞窟巡検 

第 1班	 管絃窟、龍神窟→無名洞３→無名洞、ばくち穴（定員 10名） 
第 2班	 無名洞３→無名洞、ばくち穴→管絃窟、龍神窟（定員 10名） 
第 3班	 たつ穴→管絃窟、龍神窟（定員 10名） 
※第 1班と第 2班は、入洞する洞穴は同じですが順序が異なります。 

  
各洞穴の概要 
白石地区 
無名洞 3 標	 高：111 m 

総延長：184.4 m+α 
岩手県境に近く、気仙沼市内の洞穴として 4番目に標高
の高い位置にある。洞内全体に土砂が堆積し、仕切り岩

によって通路が区切られており、数箇所に水深 0.3 mか
ら 1.5 mのプールがある。全体的に天井が低いので中腰
から腹這いで動く空間となっている。洞内から国内 2例
目となるササアイトと呼ばれる鉱物が発見された。 

 
西中才地区 
無名洞 
（ ほ い ど

穴、鎌岩穴） 
 

標	 高：18 m 
総延長：91.6 m 
 

鎌岩入沢にある洞穴群の中で も大きな洞口を持つ洞

穴であり、「ほいど」が住んだとも言われている。洞内

に入ると南側と北側に流水が見られ、鎌岩入沢ケイブシ

ステムの 1つとなっている。奥の南側には狭い登り通路
があり、この部分だけで高低差 18 mの通路となってい
る。 

ばくち穴 
 
 

標	 高：18 m 
総延長：109.8 m+α 
 
 
 

無名洞（ほいど穴、鎌岩穴）洞口の右端に近接して洞口

があり、入ってすぐ広くなっている空間で隠れて博打を

おこなっていたことから「ばくち穴」と呼ばれている。

奥へは体がやっと通過できる通路を抜けるとばくち穴

大の空間にでる。空間にはコウモリグアノが山の様に

堆積し、洞奥に向かうと地下水が流れている。ばくち穴

の地下水は鎌岩入沢ケイブシステムの 1つで、無名洞に
流れ、西中才の水穴を経て鹿折川に流出している。 

 
神明崎地区 
管絃窟 
（ お 鳴 り

穴） 
 
 

標	 高：0.5 m 
総延長：47.4 m+α 
 

五十鈴神社境内にある洞穴で、東北地区で確認されてい

る石灰岩洞穴の中で も標高の低い位置にある洞穴で

ある。洞内が海と繋がっていて、潮の干満があり、探険

にはボートが必要となる。干潮時でも水中部分にある棚

には石筍が見られ、また潮の干満によって石柱やフロー

ストーンが水没する。東北地方では非常に珍しい水中鍾

乳洞で、現海水面より低い時代に洞穴が形成されたと考

えられ、沖縄地方の水中鍾乳洞と対比して形成過程を考

えなくてはならない洞穴であろう。洞奥の土砂の堆積物

中から約 2600 年よりも古い時代に生息していた鹿やイ
ノシシの骨が発見されている。 

龍神窟 
 
 

標	 高：11 m 
総延長：53.5 m+α 
 
 
 

五十鈴神社境内にある洞穴で、国道を建設する時、掘削

工事によって現れた。洞口は崖の中程にあり、入口から

奥までストロー、フローストーン、石筍群で飾られて

おり、中空球状鍾乳石も見られ、洞下にあった空間が下

がった（崩れた？）ことによって石柱が綺麗に剥離した

状態を見ることができる洞穴である。 



 
細尾地区 
たつ穴  
（タツ穴、

龍穴、竜穴） 
 

標	 高：227 m 
総延長：493.8 m+α 
 

岩手県境に近く、気仙沼市内の洞穴として も標高の高

い位置にある。高低差−37.5 mの中で断層に沿って 5層
に分かれた発達形態をしている。上層、中層にはコキク

ガシラコウモリのコロニーや流礫棚、大鍾乳石と呼ぶフ

ローストーンや高さ 1.8 mの石筍を見ることができる。
中層から下層は、メアンダートレンチの通路となってお

り、下に向かう途中には高さ 8 m程の 3段に発達した滝
の跡が見られる。3層から石灰岩の岩質が変わり、東側
が黒色石灰岩、西側が灰白色の魚卵状石灰岩になってお

り、黒色石灰岩には巻貝やウミユリなどの化石が見られ

る。 下層は地下水路となっており、洞口直下の林道下

にある湧口から流れ出ている。 
 
唐桑地区 
岩井沢洞穴

（別名：ガ

マ穴 

標	 高：5 m 
総延長：66 m 
 

気仙沼市北部の唐桑町大理石海岸にある洞穴で、洞口前

が海となっており、標高 5 m、全長 66 m、高低差±1.8 m。 
洞口から一直線に西方向に 15 m進むと 大の空間とな

り、ここから南西方向と北西方向の通路に分岐してい

る。	

洞内から縄文時代晩期の土器片が発見された。	

また、洞口標高が低く、目の前が海のために幾度となく

津波が洞内に入っている。	

 
u 地質巡検（案内者：平 宗雄）（定員 15名程度） 

唐桑町大理石海岸 → 巨釜半折 → 管絃窟 → 岩井崎 
	 地質巡検地は全てペルム系石灰岩が海沿いに露出している地域で、ウミユリをはじめとす

る化石を見ることができます。海蝕では無く地下水流によって形成された洞穴や洞穴の痕跡

も観察できます。洞穴や洞穴の痕跡は現海水面と近接しており、海中方向に続いている洞穴

の痕跡もあります。 後の岩井崎は礁性石灰岩で化石を豊富に含み、海岸にカレンの発達し

たカルスト地形です。なお、化石は県の天然記念物に指定されているため、採集はできません。 
 

u 洞窟学講習会（洞窟生物講座）（講師：曽根信三郎氏）（定員 10名程度） 
	 洞窟に棲む生き物といえばコウモリを思い浮かべる人が多いと思いますが、洞窟にはコウ

モリ以外にも、洞窟の環境に適応した様々な生物が生息しています。眼が退化していたり、

感覚器が発達していたり、皮膚が薄く白化している生物を採集し、これらの洞窟生物の進化

や起源を学びます。 
無名洞 3（白石地区）、たつ穴（細尾地区）、無名洞（ほいど穴）（西中才地区）、管絃窟、ホ
イドアナ（神明崎地区）、岩井沢洞穴（ガマ穴）（唐桑町）から担当者が選択します。 
装備としては横穴探検装備、採集用具（吸虫管、アルコールの入った管瓶）をお持ちの方は

持参してください。洞窟生物学講座でも少し用意します。	  
 

u 洞窟学講習会（洞窟測量講座）（講師：山口泰史氏・石川典彦氏）（定員 9名程度） 
	 洞窟調査の基本である測量について学びます。洞窟の大きさや規模が一目でわかる地図

を作成する過程を、実践で学んでもらうのと必要な知識を座学にて学びます。実際の測量

実習は唐桑地区の岩井沢洞穴で行います。 
 

１５．	 洞窟写真展（10月 6日~8日） 
	 気仙沼市民の方々に洞窟の魅力を知っていただくために、気仙沼中央公民会１Fホールで洞窟
写真展を実施する予定です。これまで行われたフォトコンテストや写真展で展示された写真を提



供していただける方は、大会実行委員会事務局（kesennnuma.speleoconf@gmail.com）に、写
真の簡単な説明や数量・サイズ等の情報とともに、ご連絡ください（9月 14日まで）。ご提供い
ただける写真が多い場合には、写真の対象や数量について実行委員会で調整を行った後に、展示

いただきたい写真について連絡します。なお、写真の送料は大会実行委員会で負担します。気仙

沼市の洞穴写真については、実行委員が撮影したものを中心に展示する予定です。 
 

１６．	 総会（10月 6日 17:10~18:30） 
	 総会は本会の 高議決機関です。会員は、学会の運営方針などについての質問や意見をするこ

とができます。会員の方はぜひご出席ください。 
なお、諸事情によって総会に出席できない方は、事前に委任状をご提出ください。その際、件名

を「宮城県気仙沼市大会総会委任状（氏名）」として下さい。 
e-mailによる提出先	 kesennnuma.speleoconf@gmail.com 
（文例）私は、日本洞窟学会第 44回大会（宮城県気仙沼市大会）の議決を 
 議長（または	 	 	 氏）に委任します。 
  2018年	 月	 日	 	 氏名 
 

１７．	 懇親会（10月 7日 18:30~20:30） 
	 大会会場の気仙沼中央公民館から徒歩 2分の距離にある「気仙沼海の市」1階の「リアスキッ
チン」で、10月 7日 18時 30分から 20時 30分に開催します。三陸沖で水揚げされた新鮮な魚
介類を楽しめる、スペインバルスタイルの海鮮レストランです。ぜひ、ご参加ください。 
 

１８．	 大会期間中の昼食 
	 気仙沼中央公民館の近くには、コンビニエンスストア（ローソン、200 ｍ）、「気仙沼海の市」
の飲食店（「いちば寿司」11~21時；「活魚・地魚・旬漁場料理 カネト水産」11~14時および 18-22
時；「まぐろ屋」11~15 時；「リアスキッチン」11~21 時半。150 ｍ）、「気仙沼おさかな市場」
内に「港町レストラン鮮」（700 ｍ）があります。また、巡検に参加する方は、昼食・行動食等
をあらかじめ各自でご用意ください。 
 

１９．	 保険 
	 大会参加者は国内旅行傷害保険に全員加入します。独自の保険（ケイビング保険など）に加入

されている方は、大会参加申込書にその旨ご記入ください。 
 

２０．	 交通（会場までの交通アクセス）  
 
☆仙台空港から JR による移動  
仙台空港→JR仙台空港アクセス線（約 40分）→仙台駅→新幹線（約 33分）あるいは東北本線
（1時間 36分）→一ノ関駅→JR大船渡線（1時間 26分）→気仙沼駅→タクシー（約 9分）あ
るいは徒歩約 3 km（約 45分）→気仙沼中央公民館 
 
☆車による移動  
・東京方面から東北自動車道→富谷 JCT→仙台北部道路(約 14 km、10分)→利府 JCT→三陸自
動車道（97 km、約 1時間 15分）→歌津 IC→国道 45号線北上(約 30 km、約 40分)→気仙沼中
央公民館 
・東京方面から常磐自動車道→仙台東部道路（35km、25分）→利府 JCT→三陸自動車道（97 km、
約 1時間 15分）→歌津 IC→国道 45号線北上(約 30 km、約 40分)→気仙沼中央公民館 
・仙台空港→一般道（約 7 km、15分）→名取 IC→仙台東部道路（約 22.3 km、20分）→利府
JCT→三陸自動車道（97 km、約 1時間 15分）→歌津 IC→国道 45号線北上(約 30 km、約 40
分)→気仙沼中央公民館 

※三陸自動車道鳴瀬・奥松島 ICから歌津 ICまでの 80km区間は無料 
・青森方面から東北自動車道→一関 IC→国道 284号線（52 km、1時間 10分）→気仙沼中央公
民館 



 
☆高速バス（2018年 7月時点での情報） 
池袋駅西口７番	 けせんライナー 
詳しくは http://5931bus.com/highwaybus/tono-kesen/ 
乗車日の 2ヶ月前 9:00より予約受付 
23:00出発→翌日 6:07気仙沼市役所前着→1.5km、車で約 7分、徒歩 25分 
→気仙沼中央公民館 
 
 
 大人（片道） 小児（片道） 大人（往復）  小児（往復） 
一関駅 
千厩バスターミナル 
気仙沼市役所前 

7,540円 
7,960円 
8,380円 

3,770円 
3,980円 
4,190円 

13,570円 
14,330円 
15,080円 

6,790円 
7,170円 
7,540円 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☆レンタカー（2018年 7月時点での情報） 
仙台空港 1階到着ロビー近くに以下のレンタカー受付窓口があります。 

ニッポンレンタカー     022-382-0971 
トヨタレンタリース宮城    0223-22-0100 
日産レンタカー      022-383-2823 
タイムズカーレンタル     0223-24-6933 
オリックスレンタカー     0223-29-4163 

 仙台駅近くの代表的レンタカー店舗は以下のとおりです（これ以外にもあります）。 
  駅レンタカー東日本 仙台営業所   022-292-6501 

ニッポンレンタカー 仙台駅前ターミナル 営業所 022-297-1919 
日産レンタカー 仙台駅東口店   022-257-4123 
トヨタレンタリース宮城 仙台駅東口店  022-293-0100 
タイムズカーレンタル 仙台駅東口店  022-293-1021 
オリックスレンタカー仙台駅東口店  022-791-7031 
仙台格安レンタカーCar-bb仙台店  022-355-4437 
ニコニコレンタカー仙台駅東口店   0570-042-525 

 一関駅近くのレンタカー店舗は以下のとおりです。 
  駅レンタカー一関営業所    0191-21-5570 

ニッポンレンタカー一関営業所   0191-21-3250 
トヨタレンタリース岩手一ノ関駅西口店  0191-21-2100 
オリックスレンタカー一ノ関駅前店  0191-48-5243 



気仙沼駅近くのレンタカー店舗は以下のとおりです。 
トヨタレンタリース宮城気仙沼店（気仙沼駅から 2.7 km） 0226-22-0100 
ニコニコレンタカー気仙沼神山店（気仙沼駅から 2.4 km） 0226-25-3230 
 

２１．	 宿泊 
	 気仙沼市内の宿泊施設は限られています。復興工事関係者などの長期滞在者も多いため、各自

早めの予約をお勧めします。 主な宿泊施設（2018年 7月時点での情報）は以下のとおりです。
各宿泊施設の詳細情報は、学会ホームページでご覧いただけます。 
 
①気仙沼パークホテル 
気仙沼中央公民館まで 400 m、車で約 2分、徒歩約 6分 
〒988-0037	 宮城県気仙沼市魚市場前 6-23 
TEL：0226-24-3489 FAX：0226-24-3488 http://www.onoman.co.jp 

②気仙沼 ホテル 一景閣 
気仙沼中央公民館まで 450 m、車で約 2分、徒歩約 7分 
〒988-0036	 宮城県気仙沼市弁天町 1-4-7 
TEL：0226-22-0602 FAX：0226-22-0702 http://ikkeikaku.co.jp/ 

③サンマリン気仙沼ホテル観洋 
気仙沼中央公民館まで 450 m、車で約 3分、徒歩約 7分 
〒988-0021	 宮城県気仙沼市港町 4-19 
TEL：0226-24-1200 FAX：0226-22-6665 https://www.yukoyuko.net/ 

④気仙沼プラザホテル 
気仙沼中央公民館まで 850 m、車で約 4分、徒歩約 11分 
〒988-0014	 宮城県気仙沼市柏崎１丁目１ 
TEL：0226-23-1313 FAX：0226-22-3398  https://www.pkanyo.jp/  

⑤網元の宿	 和風ホテル磯村 
気仙沼中央公民館まで 1 km、車で約 5分、徒歩約 15分 
〒988-0026宮城県気仙沼市幸町 4-1-31 
TEL：0226-24-1133 FAX：0226-24-1149 www.hotel-isomura.com/ 
E-mail：info@hotel-isomura.com 

⑥ニューライズ気仙沼店 
気仙沼中央公民館まで 1.3 km、車で約 3分、徒歩約 18分 
〒988-0043	 宮城県気仙沼市南郷 7-20 
TEL：0226-25-9650 FAX：0226-25-9651 http://kesennuma.new-rise.jp/ 
E-mail：new-rise@ra3.so-net.ne.jp 

⑦気仙沼セントラルホテル松軒 
気仙沼中央公民館まで 1.7 km、車で約 5分、徒歩約 25分 
〒988-0044	 宮城県気仙沼市神山 6-8 
TEL：0226-22-3103  FAX：0226-22-3104 http://hotel-matuken.jp/ 
E-mail：info@hotel-matuken.jp 

⑧アコモイン気仙沼 
気仙沼中央公民館まで 2.3 km、車で約 8分、徒歩約 30分 
〒988-0829	 宮城県気仙沼市新田 2-1 
TEL：0226-21-2565 FAX：0226-21-2566 http://accommo-inn.com/ 

⑨ホテルパールシティ気仙沼 
気仙沼中央公民館まで 3 km、車で約 8分、徒歩約 30分 
〒988-0077	 宮城県気仙沼市古町 3-2-42 
TEL：0226-24-2511 FAX：0226-24-2517 https://www.pearlcity.jp/kesennuma/ 

⑩アイルーム気仙沼 
気仙沼中央公民館まで 3.2 km、車で約 11分、徒歩約 37分 
住所〒988-0066	 宮城県気仙沼市東新城 1-9-5 



TEL：0120-773-040 FAX：03-5577-4430 http://www.monthly-iroom.com/ 
⑪ホテルルートイン気仙沼 
気仙沼中央公民館まで 3.7 km、車で約 11分  
〒988-0121	 宮城県気仙沼市松崎萱 32-1 
TEL：050-5847-7501 FAX：0226-21-8552  https://www.route-inn.co.jp/ 

⑫ラ・ジェント・イン気仙沼 
気仙沼中央公民館まで 4.3 km、車で約 11分 
〒988-0852	 宮城県気仙沼市松川 299	 	  
TEL：0226-21-4311 FAX：0226-21-4312 http://www.lagent-inn.com/ 

⑬民宿	 旅館	 沖見屋 
気仙沼中央公民館まで 10 km、車で約 19分 
〒988-0241	 宮城県気仙沼市波路上岩井崎 42-1 
TEL：0226-27-2088 FAX：0226-28-9802 

⑭はまなす海洋館 
気仙沼中央公民館まで 12 km、車で 18分 
〒988-0275	 宮城県気仙沼市本吉町九多丸 1 
TEL：0226-44-2517 FAX：0226-44-2538 http://www.kaiyoukan.com/ 
E-mail hamanasu@kaiyoukan.com 

⑮ゲストハウス架け橋 
気仙沼中央公民館まで 7.6 km、車で 14分 
〒988-0224	 宮城県気仙沼市長磯前林 55-3 
TEL：0226-25-7739 FAX：0226-25-7523 http://kakehashi0311.com 
E-mail info@kakehashi0311.com 

⑯民宿	 崎野屋 
気仙沼中央公民館まで 11 km、車で 21分 
〒988-0241	 宮城県気仙沼市波路上岩井崎 29 
TEL：0226-27-2468 FAX：0226-27-2468 http://www.sakinoya.sakura.ne.jp/ 

⑰民宿さかや 
気仙沼中央公民館まで 11 km、車で 21分 
〒988-0512	 宮城県気仙沼市唐桑町岩井沢 44 
TEL：0226-34-3520 FAX：0226-25-8330 http://kesennuma-sakaya.com/ 

⑲ペンション villa petit roku（ヴィラ・プチろく） 
気仙沼中央公民館まで 15 km、車で約 20分 
〒988-0284	 宮城県気仙沼市本吉町赤牛 12-3 
TEL：0226-31-5623 FAX：0226-31-5623 http://petit-roku.ftw.jp/ 

 
２２．	 入浴施設（2018年 7月時点での情報です） 

	 洞窟巡検・地質巡検・洞窟学講習会と懇親会は同日開催です．懇親会開始までの間に利用可能

な入浴施設を挙げておきます。 
①気仙沼ほっこり湯（スーパー銭湯） 
気仙沼中央公民館から 850 m、車で約 3分 
〒988-0215	 気仙沼市 知北 知 247番地 2 
TEL：0226-26-4126 http://www.hokkoriyu.com/ 
営 業 日：無休 
営業時間：朝 風 呂	 午前 6時開店～午前 9時閉店 
          通常風呂	 午前 10時開店～翌日午前 0時閉店 
料	 	 金：朝 風 呂	 大人 800円（税込み、土日、祝日料金） 
      通常風呂	 大人 980円（税込み、土日、祝日料金） 
駐 車 場：無料 

②気仙沼温泉	 気仙沼プラザホテル	  
気仙沼中央公民館から 2.6 km、車で約 7分 



〒988-0014	 宮城県気仙沼市柏崎 1-1 
TEL：0226-23-1313 https://www.pkanyo.jp/ 
営 業 日：無休 
営業時間：昼の部	 午後 0時～午後 4時 （受付：午後 3時まで） 
    夜の部	 午後 7時～午後 10時（受付：午後 9時まで） 
料	 	 金：大人 800円 
駐 車 場：バス 10台・乗用車 100台 

③気仙沼温泉	 サンマリン気仙沼ホテル観洋 
気仙沼中央公民館から 450 m、車で約 3分、徒歩 6分 
〒988-0021 宮城県気仙沼市港町 4-19番 
TEL：0226-24-1200（代表）https://www.kkanyo.jp/	  
営 業 日：無休	  
営業時間：午前 11時～午後 8時（受付：午後 7時まで） 
料	 	 金：大人 800円	  
駐 車 場：ホテルの正面玄関周辺 
 	 	 	 ホテルの坂を下りた所（第 2駐車場：岡本製氷向かい） 

④友の湯	 （普通公衆浴場） 
気仙沼中央公民館から 2.6 km、車で約 7分 
〒988-0077  宮城県気仙沼市古町 1-3-23 
TEL：0226-22-2581 http://tomonoyu.info/	  
営 業 日：火曜日～日曜日	 （休業日：月曜日・第 3日曜日） 
営業時間：午後 3時～午後 8時半 
料	 	 金：大人 440円	  
駐 車 場：無料	 8台 
宿泊施設も併設しています。（一泊 2,800円より） 大 20名収容可能です。 
完全個室、冷蔵庫・TV・WiFi・キッチン・トイレ・洗面所・風呂・ランドリー付きです。 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

大会会場（気仙沼中央公民館）周辺の地図	

宿泊施設・入浴施設，地質巡検地などもあ

わせて示してあります。	



参加申込みに関して	
 
	 日本洞窟学会第 44回大会への参加申込みは、できる限り E-mailでお願いします。次項の申込み用紙
に必要事項を記入後、kesennuma.speleoconf@gmail.comにお送り下さい。その際、件名を「宮城県気
仙沼市大会参加申込み（氏名）」として下さい。 
 
・会員区分、評議員会傍聴、講演申込みなどの選択欄では、余分な文字を消してください。申込み用紙

を郵送される場合には、該当するものに◯をご記入ください。 
 
・地質巡検、洞窟巡検、洞窟講習会の希望コースについては、第 1から第 3希望の欄に◯ご記入くださ
い。 
 
・参加項目を確認していただいたあと、支払い予定金額をご記入ください。 
 
・地質巡検、洞窟巡検、洞窟講習会では、移動のための車両提供をお願いする可能性があります。車両

提供の可否と運転者を除いた同乗可能人数をご記入ください。 
 
・血液型は Rh式および ABO式の両血液型をご記入ください。 
 
・参加される方全員について保険に加入していただきます。記載された個人情報は保険加入手続きのほ

かに、参加者の把握のため、気仙沼警察署、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部、東北森林管

理局宮城北部森林管理署、気仙沼市教育委員会にも提供させていただきますのでご了承ください。 
 
 
※申し込みは、次項にある様式に必要事項を記入の上，E-mailまたは郵便でお送り下さい。 

8月 20日 12：00	 参加申込み開始 
9月 14日 18：00	 申込み締め切り 

 
E-mailでの申し込み先：kesennuma.speleoconf@gmail.com 
郵送での申し込み先：〒980-8578	 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3	  

 東北大学大学院理学研究科地学専攻 山田 努 
  



郵送・メール用（締切：2018/9/14 18：00） 
日本洞窟学会第 44 回大会（宮城県気仙沼市大会） 事前参加申し込み用紙 

選択欄では、余分な文字を消してください。血液型は Rh 式および ABO 式の血液型をご記入ください。 
フリガナ  

男 ・ 女 
氏  名  

所  属 
※複数の所属先がある方は、名札に記載を希望する所属先を一番目にご記入ください。 

会員区分 洞窟学会会員（個人）  洞窟学会会員（団体）   気仙沼市民   学生 
非会員（気仙沼市民を除く一般） 

評議員会傍聴 9/5 参加  不参加 【学会員のみ】 
講演申込み 9/6，8 あり  なし 発表形態希望 口頭    ポスター   どちらでも 【学会員のみ】 

総会 9/6 参加  不参加 【学会員のみ】 
懇親会 9/7 参加  不参加  

市民洞窟巡検 9/6 参加  不参加  
市民講演会 9/7 参加  不参加  
洞窟写真展 9/6-8 提供できる写真がある  提供できる写真がない  【学会員のみ】 

地質巡検・ 
洞窟巡検・ 
洞窟学講習 
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参加を希望するところに○をご記入ください。参加を希望しない場合は記入不要です。 
 第 1 希望 第 2 希望 第 3 希望 
地質巡検 （大理石海岸、巨釜・半造、神明崎、岩井崎）    
洞窟巡検第１班 
（管絃窟、龍神窟→無名洞３→無名洞、ばくち穴）    

洞窟巡検第２班 
（無名洞３、無名洞、ばくち穴、管絃窟、龍神窟）    

洞窟巡検第３班 （たつ穴→管絃窟、龍神窟）    
洞窟学講習（洞窟生物講座）    
洞窟学講習（洞窟測量講座）    

支払金額 
（事前申込料金） 

※申込み後の自己都合による
キャンセルの場合は、原則、
払い戻し致しません。 

大会参加費 会員（4,000 円）  気仙沼市市民（無料）  学生（2,000 円） 
一般（5,000 円） 

市民洞窟巡検 中学生以上（1,000 円）、小学生（保護者同伴の 10 歳以上（500 円）、 
懇親会費 会員・気仙沼市民（4,000 円）   学生(2,000 円)   一般(5,000 円) 
合  計 円  

ケイビング歴         年  
【巡検・講習会参加者のみ】 

車両提供 
※巡検・講習会場所への移動のため、車両提供をお願いする可能性があります。 

提供できる（運転者を除く同乗可能人数        ）    提供できない   
備 考  

個人 
情報 

生年月日 西暦     年   月   日 生まれ （大会当日     才） 血液型  
住 所 〒 

携帯電話番号  

電子メール 
※ i（アイ）・l(エル)・1（数字のイチ）、o（オー）・0（数字のゼロ）、-（ハイフン）・_（アンダーバー）が含まれる場合は、誤

登録防止のため、フリガナを必ず記入して下さい。 

ケイビング保険 加入済み（名称：                 ）    未加入 

緊急時連絡先  氏名              続柄           電話番号                  

※ 参加者の個人情報は大会運営の目的のみに用い、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、 
   適切に取扱い、他の目的には流用しません。 
※ 開催のお知らせ（第１報）は学会ホームページからもダウンロードできます。 
【提出先】 電子メール   kesennuma.speleoconf@gmail.com （宮城県気仙沼市大会実行委員会事務局） 
 郵送の場合  〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3 東北大学大学院理学研究科地学専攻 山田 努  



学術講演会申し込みに関して	
 
	 日本洞窟学会第 44 回大会への学術講演会申込みは、できる限り E-mail でお願いします。次項の申込
み用紙に必要事項を記入後、講演要旨とともに kesennuma.speleoconf@gmail.com にお送り下さい。そ
の際、件名を「宮城県気仙沼市大会学術講演会申込み（氏名）」として下さい。 
 
※申し込みは、次項にある様式に必要事項を記入の上，E-mailまたは郵便でお送り下さい。 

8月 20日 12：00	 学術講演申込み開始 
9月 14日 18：00	 申込み締め切り 

 
E-mailでの申し込み先：kesennuma.speleoconf@gmail.com 
郵送での申し込み先：〒980-8578	 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3	  

 東北大学大学院理学研究科地学専攻 山田 努 
 
 

【要旨作成の手引き】 
・用紙は A4 縦、１ページ以内に納めてください。 
・余白は上…30 mm、下…30 mm、右…25 mm、左…25 mm を厳守願います。 
・改行幅、フォントサイズは指定しませんが、読みやすい改行幅でお願いします。 
・タイトル、氏名、本文のフォントは明朝体（serif）をお使いください。日本語は等幅フォント、英文はプロポーショ

ナル・フォントをお勧めします（※推奨……日本語フォント“MS 明朝”、英語フォント“Times New Roman”） 
・PDF 変換した文書と、Word 原稿両方をメールにてお送りください。（PDF 変換不可能な場合は Word 原稿

のみでもかまいません） 
・図表を入れても構いませんが、印刷によってはうまく出ないことがあります。 
 
【要旨の投稿に当たって】 
日本洞窟学会第 44 回大会（宮城県気仙沼市大会）では、投稿していただいた要旨原稿に関して、従来の「大会

プログラム・講演要旨集・資料集での公開」に加え、講演要旨を「ケイビングジャーナル」に公開する可能性があり

ます。要旨原稿を投稿されるに際には、その要旨原稿が「ケイビングジャーナル」で公開される可能性があること

をご承諾いただくこと。ならびに下記の事項にご同意いただくことが必要になります。 
 
 

【同意書】 
 

著者は、日本洞窟学会第 44 回大会（宮城県気仙沼市大会）で発行される「大会プログラム・講演要旨集」および

「ケイビングジャーナル」に掲載する要旨原稿について、下記記載事項を遵守することに同意致した上で、投稿

いたします。 
 
・法令に則した調査・研究の成果であり、すでに公表された講演要旨と同一でないこと。 
・既存の公表物の知的財産権や人権などを侵害する内容を含むものではないこと。 
・共著の場合には、すべての共著者から公表の同意を得ていること。 
・公表後に内容に関して問題が発生した場合には、著者がすべての責任を負うこと。 
  



郵送・メール用（締切：2018/9/14 18：00） 
日本洞窟学会第 44 回大会（宮城県気仙沼市大会） 発表申込み用紙 

※参加申込みもお忘れなく！ 

 

選択欄では、余分な箇所を消してください。 

申し込み用紙 

提出者 

(Corresponding 

author) 

氏名： 

所属： 

メールアドレス： 

発表形式 口頭         ポスター         どちらでも可 

演    題  

著者全員 
 

※発表者名の頭に○ 

氏名 所属 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

※ 発表申込み用紙および講演要旨を 2018 年 9 月 14 日（金）18 時までにご提出ください。 

※ 開催のお知らせ（第 1 報）は学会ホームページからもダウンロードできます。 

【発表申込書提出先】  
電子メール kesennuma.speleoconf@gmail.com （宮城県気仙沼市大会実行委員会事務局） 
郵送の場合 〒980-8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3 

東北大学大学院理学研究科地学専攻 山田 努 
 



 
和文タイトル 

和文発表者 1・和文発表者 2・和文発表者 1（1 所属，2 所属） 
 

英文タイトル 
英文発表者 1・英文発表者 2・英文発表者 1（1 所属，2 所属） 

 
（本文ここから）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

  



 


