第 22 回農林害虫防除研究会・岩手大会の御案内
● 主催：農林害虫防除研究会
共催：一般社団法人 日本植物防疫協会、岩手県植物防疫協会
● 日時：平成 29 年 9 月 21 日(木) 13：00～ 22 日(金) 12：15
● 会場：盛岡市民文化ホール「マリオス」小ホール
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 2-9-1
TEL 019-621-5100（代表）
URL http://www.mfca.jp/shiminbunka/
交通アクセス：盛岡駅より西口自由通路経由 徒歩 3 分
バス 盛岡駅前下車、西口自由通路経由徒歩 3 分／盛岡駅西口下車徒歩 1 分
● シンポジウム等のテーマと講演内容の予定：
シンポジウム（9 月 21 日 13:15～15:00）
テーマ「寒冷地や開放系における天敵の利用について考える」
基調講演
矢野栄二氏（近畿大学）
「寒冷地や開放系における天敵の利用の可能性」
事例講演１ 金子修治氏（地独 大阪府立環境農林水産総合研究所）
「大阪府の露地ナスにおける天敵利用」
事例講演２ 外山晶敏氏（国研 農研機構 果樹茶業研究部門）
「天敵で果樹のハダニを抑える―ｗ天敵の試み―」
事例講演３ 羽田 厚氏（岩手県県南広域振興局花巻農林振興センター）
「ハダニ防除はこれだけ楽になる－岩手県リンゴ園地での事例－」
特別講演

高梨琢磨氏（国研 森林総研）
「振動によるカミキリムシの行動制御機構と害虫防除への応用」

● 大会スケジュール：
日程
時間
12：30～
13：00～
13：15～
15：10～
9 月 21 日(木) 16：30～
17：00～
18：30～

9 月 22 日(金)

9：00～
12：50～

内容
受付
開会・挨拶
シンポジウム
一般講演
特別講演
総会
情報交換会

一般講演
閉会

会場

盛岡市民文化ホール
「マリオス」小ホール

ホテルメトロポリタン
ニューウイング
「メトロポリタンホール」
盛岡市民文化ホール
「マリオス」小ホール

●情報交換会：ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 2-27
URL http://www.metro-morioka.co.jp/
交通アクセス：JR 盛岡駅より、徒歩約３分
大会会場とは盛岡駅を挟んで徒歩 10 分程度のところです。

情報交換会会場

大会会場

● 研究大会参加・情報交換会の申し込み：
＊電子メールで申し込む場合
（１）農林害虫防除研究会のホームページ（http://www.agroipm.org/）から、参加申込用電
子ファイル「2017 参加申込み.xls」をダウンロードしてください。
（２）ファイルの「申込書」シートに必要項目を記入してください。記入項目により、全角・
半角の指定がありますので注意してください。1 シートで 5 名まで記載可能です。5 名を
超過する場合は、同ファイル上にシートを複製して、記載してください。
（３）現在、非会員であっても、岩手大会の当日に新規入会の手続きを行うことで、参加費
が会員と同じ金額（1,000 円）になります。この場合、申込書の「会員・非会員の別」の
記入覧は「大会当日に入会」を選択してください。岩手大会当日に、受付に併設した農林
害虫防除研究会本部にて、入会の手続きをお願いします。なお、農林害虫防除研究会の年
会費は 1,000 円です。
（４）記入済のファイルを電子メールに添付し、メールの件名を「大会申込」として、岩手
大会事務局へ送信してください。申込期限は 8 月 10 日（木）とします。
岩手大会事務局メールアドレス CE0008@pref.iwate.jp
（５）大会当日に「氏名」「所属の名称」「情報交換会への参加・不参加」「会員・非会員」
等を記載した参加者名簿を配布することを承諾願います。

＊電子メールなどが使用できない場合
最終頁の「第 22 回農林害虫防除研究会・岩手大会 参加・一般講演申込書」に御記入の
うえ、郵送またはファックスにて申し込んでください。8 月 10 日（木）必着とします。
岩手大会事務局：岩手県農業研究センター環境部 病理昆虫研究室（担当：大友、加藤）
住所 〒024-0003 岩手県北上市成田 20-1
ファックス番号 0197-71-1085
● 参加費の納入方法：
（１）参加費の金額
研究大会：会員 1,000 円（「大会当日に入会」を含む）、非会員 2,000 円
情報交換会：6,000 円
（２）納入方法
参加費は下記の口座へ振り込んでください。納入期限は 8 月 17 日（木）とします。なお、
複数名分を、一括振込した場合には、振込内容（該当する参加者名）を必ず岩手大会事務
局のメールアドレス（CE0008@pref.iwate.jp）まで御連絡ください。
また、参加費と情報交換費は分けて振り込んでも構いません。
☆ 振込先口座
銀行名：ジャパンネット銀行
支店名：すずめ支店
預金種目：普通
口座番号：２９２６５６３
口座名義人：農林害虫防除研究会大会事務用
フリガナ：ノウリンガイチュウボウジョケンキュウカイタイカイジムヨウ
（３）領収書の記載内容
領収書について、発行日は「平成 29 年 9 月 21 日」、但し書きは「第 22 回農林害虫防除
研究会・岩手大会 参加費として」または「第 22 回農林害虫防除研究会・岩手大会 情報
交換会費として」の内容で発行する予定です。
（４）注意事項
・振込手数料は、各自で御負担ください。
・現在、非会員で「大会当日に入会」の方は、岩手大会当日に、受付に併設した農林害虫
防除研究会本部にて、新規入会の手続きをお願いします。
・申込後に不参加となった場合は、直ちに岩手大会事務局へお知らせください。参加費に
ついては、振込手数料を差し引いた金額を御指定の口座に返金いたします。なお、開催日
直近や連絡なしのキャンセルの場合、参加費を返金できない場合もあります。
● 一般講演の申込方法：
（１）農林業の害虫防除に関する一般講演を 20 題募集します。一般講演は、会員（大会当日
に入会予定者を含む）のみ申し込み可能です。申込書の「一般講演発表の有無」の欄につ
いて「有」を選択して申し込んでください。なお、予定講演数を超過した場合、先着順で
締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
（２）講演時間は、1 課題当たり 15 分（発表 12 分＋質疑 3 分）の予定です。演題数によっ
て多少変更する場合もあります。
（３）岩手大会事務局より、電子メールにて「一般講演の申込受付」を通知するとともに、

「講演要旨作成要領」をお送りします。要領に従って講演要旨を作成し、岩手大会事務局
のメールアドレス（CE0008@pref.iwate.jp）へ、ファイルを送信してください。提出期限
は 8 月 10 日（木）厳守とします。電子メールが使用できない場合は、別途御連絡いたし
ます。
（４）研究会事務局からの要請により、研究会の活動を海外に向けて発信するため、演題な
らびに演者を日本語と英語で併記することになりましたので御承知下さい。
（５）講演要旨は、概ね 1 年後に、本研究会のホームページに掲載されることを御了承くだ
さい。
（６）発表用プレゼンテーションソフトは、Windows 版 Microsoft PowerPoint2010 を使用す
る予定です。講演者は、スライドショーを実行し、内容を十分に確認した上で、発表用フ
ァイルを入れた CD-R を岩手大会事務局まで郵送してください。郵送期限は 9 月 15 日(金)
までとします。なお、CD-R は大会後に岩手大会事務局で廃棄させて頂きます。もし、返却
を希望される場合は、岩手大会の当日までに御連絡をお願いします。
岩手大会事務局：岩手県農業研究センター環境部 病理昆虫研究室（担当：大友、加藤）
住所：〒024-0003 岩手県北上市成田 20-1
● 宿泊施設：
宿泊の手配は、各自で御準備ください。
● 講演要旨への広告掲載の募集：
講演要旨への広告の掲載について希望者を募集します。申し込み期限は 8 月 10 日（木）
とします。料金等の詳細は岩手大会事務局までお問い合わせください。
● その他：
（１）発表者が使用するプレゼンテーションの内容には未発表の図表・写真等が含まれてい
る場合があります。当日のスクリーンの撮影は禁止とします。
（２）大会参加者におかれましてはネームホルダーに名刺を入れて使用していただきますの、
名刺をご持参下さい。
● 岩手大会事務局 ＜申込・問合せ先＞
岩手県農業研究センター環境部 病理昆虫研究室（担当：大友、加藤）
〒024-0003 岩手県北上市成田 20-1
電話：0197-68-4424
ファックス：0197-71-1085
大会事務局メールアドレス：CE0008@pref.iwate.jp
（お問い合わせは、なるべくメールにてお願いします。）
● 農林害虫防除研究会のホームページ（http://www.agroipm.org/）では、会則や入会方法、
年会費などの詳しい情報を公開しています。なお、問い合わせについては、下記の研究会
事務局までお願いします。
農林害虫防除研究会事務局
〒020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷 92-24
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
果樹茶業研究部門リンゴ研究拠点リンゴ病害虫ユニット
岸本 英成（kisimoto@affrc.go.jp） 電話：019-645-6157

第 22 回農林害虫防除研究会・岩手大会
記入項目

参加・一般講演申込書
記入欄

氏名
ふりがな
所属の名称

連絡先の住所
連絡先の電話番号
連絡先のファックス番号
会員・非会員の別 a)

会員

・

非会員

・

大会当日に入会

研究会への参加・不参加

参加

・

不参加

情報交換会への参加・不参加

参加

・

不参加

一般講演の発表の有無 b) c)

有

・

無

領収書記載内容変更の有無

有

・

無

その他の連絡事項
a)「大会当日に入会」の方は、岩手大会の当日に、受付に併設した農林害虫防除研究会本部
にて、新規入会の手続きをお願いします。
b) 本大会の講演要旨は、概ね 1 年後にホームページに掲載されることを御了解の上、講演を
申し込みください。
c) 講演申込は、大会当日の演者のみが代表して行ってください。重複のおそれがありますの
で共同発表者は申込不要です。
※大会当日に「氏名」「所属の名称」「情報交換会への参加・不参加」「会員・非会員」を
記載した参加者名簿を配布することを承諾願います。
※岩手大会事務局へ、郵送またはファックスにて申し込んでください。8 月 10 日（木）必着
とします。
岩手大会事務局：岩手県農業研究センター環境部 病理昆虫研究室（担当：大友、加藤）
住所 〒024-0003 岩手県北上市成田 20-1
ファックス番号 0197-71-1085

