第 24 回農林害虫防除研究会沖縄大会のご案内
〇主催：農林害虫防除研究会
共催：（一社）日本植物防疫協会

沖縄県植物防疫協会

〇日時：令和元年 7 月 4 日（木) 13：00～17:30, 5 日(金)9：00～15：15
※2 日目の終了時間は一般講演課題申し込み数により変更する場合があります。
〇会場：
【シンポジウム・一般講演】：那覇市ぶんかテンブス館「テンブスホール」
〒900-0013
那覇市牧志 3-2-10 TEL 098-868-7810
HP：http://www.tenbusu.jp/index.html
【情報交換会】ホテルロイヤルオリオン
〒902-0067 那覇市安里 1-2-21 TEL 098-866-5533(代表)
HP：http://www.royal-orion.co.jp/
〇シンポジウムのテーマ、講演内容及び講演予定者
テーマ：「侵入・移入害虫の現状と課題」
座長
水谷 信夫（農研機構 九州沖縄農業研究センター 生産環境
研究領域 野菜病害虫管理グループ）
１， 沖縄県におけるナスミバエの発生状況と防除対策
〇谷口 昌弘１、河野伸二２、佐渡山安常１ （１沖縄県病害虫
防除技術センター、２沖縄県農業研究センター)
２，

日本在来の難防除ミバエ害虫・ミカンバエ(Bactrocera tsuneonis)の
生態と防除について
東浦 祥光（山口県農林総合技術センター 農業技術部資源循環
研究室 発生予察グループ（病害虫防除所））

３， 海を渡る害虫 ―トビイロウンカの薬剤抵抗性とイネ品種加害性の現状―
藤井 智久（農研機構 九州沖縄農業研究センター 生産環境
研究領域 虫害グループ）
４，

シロイチモジヨトウ再多発の要因を考える
八瀬 順也（兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術セン
ター 病害虫部）

５，

チョウ目新害虫と侵入警戒種ツマジロクサヨトウ
吉松 慎一（農研機構 農業環境変動研究センター 環境情報基盤
研究領域 昆虫分類評価ユニット）

〇研究大会スケジュール（予定）
７月４日 13：00 ～ 13：10
13：10 ～ 17：00
17：15 ～ 17：45
18：30 ～ 21：00
7 月 5 日 9：00
9：15 ～ 15：00
15：05 ～ 15：15

開会挨拶、研究会会長、大会会長挨拶
シンポジウム
総 会
情報交換会
開場
一般講演
閉会挨拶 研究会副会長

〇参加費
（１）研究大会
：会員 1,000 円、非会員 2,000 円
（２）情報交換会 ：6,000 円（当日 7,000 円）
※ 非会員で、参加受付締切日（5 月 31 日(金)）までに入会手続きを行った方は、
会員として申し込み下さい（研究会への入会手続きは本案内最終項を参照下さ
い）。
〇研究会大会・情報交換会参加申し込み
（１）5 月 31 日(金)までに電子メールで（本案内末尾の記入様式参照）大会事務局に
お申し込みください。併せて、下記口座に参加費をお振り込みください（振込手
数料はご負担ください）。なお、複数人分を一度に振り込まれる場合には、振込
後に人数と該当者名を必ず大会事務局へご連絡ください。
☆振込口座
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
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

（注意 1）参加費の返金について、当日キャンセルや連絡なし不参加の場合は原則返
金いたしません。変更についてはお早めに大会事務局へお知らせ下さい。
（注意 2）情報交換会費の返金について、使用会場の規程により開催 1 ヶ月前から手
数料が発生します。変更の際は、速やかに大会事務局へお知らせください。
〇一般講演の申込方法
（１）害虫防除に関連する一般講演を 19 題程度募集します（5 月 31 日(金)締切）。
予定講演数を超過した場合は先着順で締め切らせていただきますので、あらか
じめご了承ください。
（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。
（３）一般講演者は、別紙作成要領により講演要旨を作成し 5 月 31 日(金)までに
電子メールで大会事務局に送付してください。
（４）発表用プレゼンテーションソフトは Windows 版 Microsoft PowerPoint2016
を使用する予定です。講演者は 6 月 16 日(日)までに講演用ファイルを電子メ
ールで送信、または記憶媒体を郵送して下さい。
郵送の場合、記憶媒体は CD-R もしくは DVD-R に限定します（USB メモリー等
ご遠慮願います）。
（５）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。
〇その他
発表者が使用するパワーポイント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。スクリーンの撮影はご遠慮願います。

〇那覇市ぶんかテンブス館（会場）
へのアクセス
ゆいレール（モノレール）
1.那覇空港駅から「ゆいレー
ル」に乗車。
2.牧志駅にて下車後、国際通り
向け徒歩で約 5 分
タクシー・車・レンタカー
タクシーの場合、那覇空港か
ら約 20 分、1,500 円程度。
施設内地下駐車場（有料）有り。
〇ホテルロイヤルオリオン（情報交換会会場）へのアクセス
大会会場前の国際通りを安里向け、徒歩約 15 分。
〇宿泊施設
宿泊の手配は、各自で御準備ください。航空機をご利用する場合は、ホテルとの
パックが格安となりますので、各航空会社等の HP でご確認ください。
大会期間は夏休み前ですが、昨今の来沖観光客の増加に伴い、航空機便や那覇市
内の宿泊施設が混雑する可能性があります。さらに直前ですと航空機便や宿泊場所
が確保できない可能性がありますので、お早めに予約をお願いします。
〇沖縄大会事務局
＜送付先＞
〒902-0072 沖縄県那覇市真地 123
沖縄県病害虫防除技術センター（担当：金城、寺村）
電話 098-886-3880（代表）（問い合わせは電子メールでお願いします。）
全般問合せ、参加・講演申込書､講演要旨、講演用ファイル送付先：
金城邦夫（kinjouku@pref.okinawa.lg.jp）
〇農林害虫防除研究会への入会手続きについて
（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
農研機構果樹茶業研究部門 リンゴ研究領域 リンゴ病害虫ユニット
岸本 英成（kisimoto@affrc.go.jp）
TEL：019-645-6157

第 24 回農林害虫防除研究会 沖縄大会参加及び一般講演申込書
※件名を "農林害虫申込" にし，ファイルを添付せず電子メール本文に
下記の項目をメールにテキストで記入し送信してください。
-----------

以下コピー

---------------------------------------------

申込者氏名(ふりがな) ：
e-mail ：
所属名称（略称）：
所属住所 ：〒
連絡先住所 ：〒
連絡先℡/Fax

：℡

－

－

Fax

－

－

会員・非会員の別 ：（会員、非会員、参加申込後に入会、大会当日入会）
研究大会参加 ：（する、しない）
情報交換会参加 ：（する、しない）
一般講演希望 ：（する、しない）
講演題目 ：
領収書宛名の記載内容変更有無：

有、無
（有の場合の記載内容：

-----------

）

以上コピー ---------------------------------------------

※本大会の講演要旨は、概ね 1 年後に研究会ホームページに掲載されることをご了解の上、
講演を申し込み下さい。
※講演申し込みは、大会当日の演者のみが代表で行ってください。重複のおそれがあるの
で共同発表者は申し込み不要です。
※大会当日に「氏名」、「所属名称」、「情報交換会参加/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。
※沖縄大会事務局へ，5 月 31 日(金)（必着）とします。

沖縄大会事務局：
〒902-0072 沖縄県那覇市真地 123
沖縄県病害虫防除技術センター（担当：金城、寺村）
℡. 098-886-3880(代表） Fax.098-884-9119
E-mail: kinjouku@pref.okinawa.lg.jp

