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日 時 / 平成 23 年 10 月 1 日（土曜日） 

会 場 / 北見工業大学（アトリウム，A101） 

    （〒090-8507 北海道北見市公園町 165 番地） 

 

 

● 特別講演 

「地産地消によるオホーツクビール」 

講  師 / 渡辺 克良 氏 

       (オホーツクビール株式会社代表取締役専務) 

日  時 / 平成 23 年 10 月 1 日（土曜日） 15:00～16:00 

 

 

● スケジュール 

 

9:30 ～ 受付 

 

時 間 イ ベ ン ト 

10:30 ～ 12:00 
ポスターセッション 1 

《 アトリウム 》 

(A-1～A-14)，(B-1～B-7) 

(C-1～C-7)，(D-1～D-9) 

12:00 ～ 13:00 休  憩 

13:00 ～ 14:30 
ポスターセッション２ 

《 アトリウム 》 

(E-1～E-15)，(F-1～F-8)， 

(G-1～G-5)，(H-1～H-8) 

14:30 ～ 15:00 休  憩 

15:00 ～ 16:00 
特 別 講 演 

《 A101 室 》 

16:00 ～ 16:30 休  憩 

17:00 ～ 18:30 
閉会式（表彰式、全体講評，懇親会） 

《 オホーツクビール（北見市山下町 2 丁目 2-2） 》 

情報処理北海道シンポジウム 2011 プログラム	 
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●	 北見市中心部からの会場アクセス 

 [路線バスで] 

中心部から北見工大へ向かう路線バス乗り場は大通り(ホテル東横イン前)と JR 北見駅から国道へ出たところです。路線名は[北

見市内線]/[三輪・小泉線（小泉行）]もしくは[北見市内線]/[小泉・光の苑線１]です。三輪・小泉線は１時間に４本程度あります。

「工業大学入口」停留所で降りて、徒歩 10 分弱です。小泉・光の苑線１は工大正門前に停車しますが、２時間に１本くらいしか運行

しておりません。いずれも中心部から停留所までの所要時間は 10～15 分程度です。 

 [タクシーで] 

所要時間約 10 分、料金 1,000 円前後。 

タクシー乗り場は JR 北見駅、北海道銀行前、バスターミナル横にあります。 
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人工知能・知能情報処理  
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最適化手法  

Web 関連技術  
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ソフトウェア工学・産業応用  
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支援システム 
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