
提出年月日：

提出先：

日程： (yyyy/mm/dd) ～ (yyyy/mm/dd) （開催日数 3 日間）

場所：

2） タイトル

英文 （※必須）

和文

※ 採択された研究会は RIKEN Accelerator Progress Report に掲載するため英文タイトルは必須です。

3） 目的 (400字程度・書式自由)

4） 世話人 世話人全員を記入。欄が不足する場合は行をコピーしてください。

山口由高

山口貴之 埼玉大理 yamaguti@mail.saitama-u.ac.jp

和田道治 理研 mw@riken.go.jp
若杉昌徳 理研 wakasugi@riken.jp

※ 理研RIBF内に世話人がいない場合は事務局へご連絡ください。

5）希望予算額

■ 交通費 欄が不足する場合は行をコピーしてください。

MPI

IMP

野田　章 京大化研

合計 … A

※　日本国内交通費のみを支給。東京都・埼玉県内に勤務する参加者は補助対象外です。

■ 宿泊費 欄が不足する場合は行をコピーしてください。

単価 泊数

4

4

MPI 4

IMP 4

4

4

4

4

合計 … B

※　日本国内宿泊費のみを支給。東京都・埼玉県内に勤務する参加者は補助対象外です。

■ お茶代 

円

人

日

合計 … C

補助申請額合計 … A+B+C
※　上限：500,000円

 

 ¥                  9,000

TX,JR, 東上線

TX,JR, 東上線

TX,JR, 東上線

京成線,JR,東上線

 ¥                  6,000

 ¥                  6,000

阿部康志

岡田俊祐

斎藤佑多

筑波大物理

筑波大物理

筑波大物理

 ¥                  9,000

 ¥                  9,000

Markus Steck GSI

Kalus Blaum

Yuhu Zhang

Guy Savard

Robert Wolf

ANL

Univ. Greifswald

長江大輔 筑波大物理

開催日数 3

 ¥                                                     37,500

 ¥                              367,500

6）他の資金・共催に関する情報等

筑波大学と共催。筑波大学校費および「プレ戦略イニシアチブ」のサポートを受けます。プレ戦略イニシアチブの
予算では外国人の旅費（渡航費）を、校費で学生アルバイトをサポートする予定です（総額７０万円程度）。

 ¥                                                    192,000

単価（概算額／人／日） 500 ※ 上限：　500円／人／日

参加予定者数 25 ※ 後日参加者名簿をご提出ください

徳地　明 PPJ  ¥                  6,000  ¥                 24,000

Hans Geissel GSI  ¥                  6,000  ¥                 24,000

Markus Steck

Kalus Blaum

徳地　明 PPJ  ¥                 30,000 新幹線,JR,東上線

 ¥                                                    138,000

補助予定者氏名 所属機関 （上限：6,720円/泊） 宿泊費概算額

 ¥                  9,000 TX,JR, 東上線

Meng Wang AMDC  ¥                  6,000 京成線,JR,東上線

補助予定者氏名 所属機関 交通費概算額 内訳等

Hans Geissel GSI  ¥                  6,000 京成線,JR,東上線

suzuki@siva.ne.phy.saitama-u.ac.jp

RIBF内世話人 上坂友洋 理研 uesaka@riken.jp

世話人　１ 小沢　顕 筑波大学物理 029-853-4222 ozawa@tac.tsukuba.ac.jp
世話人　２ 理研 yamaguch@ribf.riken.jp

理研、仁科ホール

※　事前に仁科センターのセミナー委員会 ( npsoc@ribf.riken.jp ) に連絡し、日程重複を避けるようにしてください。

Physics of Rare-RI Ring

Construction of Rare-RI Ring, which is one of basic big experimental-apparatus in RIKEN RI Beam Factory (RIBF),
will start soon. The main purpose of the Rare-RI Ring is to measure mass of unstable nuclei related to R-process,
which are located very far from the stability.  The Rare-RI Ring can also be used for life-time measurements of
unstable nuclei, reaction studies for unstable nuclei with internal targets and so on.  In this workshop, technical
issues related to Rare-RI Ring and possible physics programs in Rare-RI Ring will be discussed.  This workshop also
provides good occasions to meet researchers related to storage ring and mass measurements for unstable nuclei
around the world.

氏名 所属機関 電話 E-mail

仁科センター共用促進・産業連携部公募研究会 申請書 （研究会用)
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sympo-kyoyo[at]ribf.riken.jp

1） 開催予定日・場所

2011 年 11 月 10 日 2011 年 11 月 12 日

世話人　３

世話人　５

世話人　４

 ¥                  6,000

 ¥                  6,000

 ¥                  6,000

鈴木健世話人　６ 埼玉大理

 ¥                 24,000

 ¥                 24,000

 ¥                 24,000

 ¥                 24,000

 ¥                 24,000

京成線,JR,東上線

Meng Wang AMDC

京成線,JR,東上線

Yuhu Zhang

GSI  ¥                  6,000

 ¥                  6,000

 ¥                  6,000

 ¥                  6,000

 ¥                 30,000

京成線,JR,東上線

Robert Wolf Univ. Greifswald  ¥                  6,000  ¥                 24,000

新幹線,JR,東上線

京成線,JR,東上線

Guy Savard ANL  ¥                  6,000


