会員の皆様へ
関東東山病害虫研究会
第 65 回研究発表会事務局
Ⅰ．第 65 回研究発表会・総会の開催について
第 65 回研究発表会及び総会を下記により開催します。多数の参加，ご講演をお待ちして
おります。
１．日時：2018 年２月 21 日（水） 10:00～17:00 （受付９:30～）
２．場所：群馬県市町村会館（http://www.g-kanri.server-shared.com/）
〒371-0846
群馬県前橋市元総社町 335-8
TEL 027-290-1366
JR 両毛線・上越線 新前橋駅より徒歩約５分
３．特別講演
｢私達の線虫研究の歩み －IPM 研究と防除手段 30 年の転変－｣
水久保 隆之氏 （丸和バイオケミカル株式会社 技術顧問）
４．参加，一般講演の申し込み
本誌綴じ込みの様式 A 及び B により e-mail または様式 C 及び D により郵送もしくは
FAX で期日までにお申し込みください。可能なかぎり e-mail での申し込みをお願いしま
す。
一般講演は 1 人 1 題で，会員のみ発表できます。一般講演は質疑を含めて 12 分間です。
申し込み題数が予定数を超過した場合は，先着順の受付とさせていただきますので，あら
かじめご承知おきください。
一般講演をお申し込みの方には，受付したことを確認する内容を e-mail 等でご連絡いた
します。一般講演をお申し込みいただき，受付した旨の連絡が来ない場合には，必ず申込
先までお問い合わせください。
締め切り：2018 年 1 月 17 日（水）
（必着）
申込先：〒379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町 493
群馬県農業技術センター 環境部 病害虫係 酒井 宏
TEL 0270-62-1059
FAX 0270-20-8016
E-mail sakai-hi@pref.gunma.lg.jp
５．講演要旨の提出
一般講演を申し込み後，受付した旨のメール等が届きましたら，様式 E により全体を
600 字程度にまとめ，下記メールアドレス宛てにご提出ください。
締め切り：2018 年 1 月 31 日（水）
（必着）
提出先：〒379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町 493
群馬県農業技術センター 環境部 病害虫係 酒井 宏
TEL 0270-62-1059
FAX 0270-20-8016
E-mail sakai-hi@pref.gunma.lg.jp
なお，講演要旨は座長の査読後に会報に掲載しますが，修正がある場合は講演発表後１
週間以内に，編集委員長宛 e-mail にファイルを添付して提出してください（長坂 幸吉：
editor-ml@ktpps.org）。

６．参加費等
（１）大会参加費は以下のとおりです。当日，受付でお支払いください。
会員 1,000 円，非会員 2,000 円，学生 無料
（２）施設内には食堂がなく，また，周辺に飲食店が少ないのでお弁当（お茶付きで 1,000
円の予定）を注文されると便利です。会場内は飲食可です。
（３）宿泊場所のあっせん等は行いませんので，各自で対応してください。
７．その他
（１）懇親会は，２月 21 日の大会終了後に別会場（ホテルラシーネ新前橋）で開催します。
参加を希望される方は申込書に記入して提出してください。なお, ７日前以降のキャ
ンセルにつきましては実費を頂戴する場合がありますので予めご了承ください。
（２）大会参加費を徴収するため，開始直前の受付が混雑することが予想されます。時間に
余裕をもってお越しください。

会場案内図

群馬県市町村会館 HP より

会場には駐車場（無料，150 台）がありますので，ご利用ください。

交通のご案内
・JR 両毛線・上越線新前橋駅西口を出て，国道 17 号線に向かって徒歩約５分。
・関越自動車道：前橋インターチェンジから前橋方面に向かい約１km（国道 17 号 前橋市街
地方面へ）

Ⅱ．会報 65 集（2018 年）原稿締め切りについて
2018 年４月 20 日（金）
Ⅲ．会費納入について
本研究会の会費は前納制です。本誌に綴じ込みの払込取扱票等で大会の開催前に納入して
ください。

様式 A（e-mail 用）

（2018 年１月 17 日必着）

E-mail 参加申込書
E-mail の本文に下記の事項を記入して送信ください。複数をまとめて送信されても結構ですが，
その場合でも記入事項は以下の様式でひとりずつ分けてください。
─────────────────────────────

第 65 回研究発表会 参加申込書
氏名：
E-mail：
所属：
連絡先 住所：〒
電話：
会員・非会員・学生の別：
弁当注文の有無：
懇親会参加の有無：
─────────────────────────────
宛先（酒井 宏）
：sakai-hi@pref.gunma.lg.jp

──────────────────────────────────────────────────────────
様式 B（e-mail 用）
（2018 年１月 17 日必着）

E-mail 講演申込書
E-mail の本文に下記の事項を記入して送信ください。複数をまとめて送信されても結構ですが,
その場合でも記入事項は以下の様式で演題ごとに分けてください。
─────────────────────────────

第 65 回研究発表会 講演申込書
発表希望部門
｢病害｣または｢虫害｣：
発表者氏名 演者の左側に○：
E-mail（演者）
：
所属（全員）
：
発表演題：
連絡先 住所：〒
電話：
─────────────────────────────
宛先（酒井 宏）
：sakai-hi@pref.gunma.lg.jp
演者の方は参加申込書も忘れずに送付してください。
※ 講演要旨は，受付確認の連絡を受けた後にご提出ください。

様式 C（郵送及び FAX 用）

（2018 年１月 17 日必着）

第 65 回研究発表会 参加申込書

氏 名

会員 ・ 非会員 ・ 学生

弁当注文

懇親会参加

所 属
住 所
連 絡 先

〒

電 話
E-mail

会員・非会員・学生のうち，該当する箇所を○で囲んでください。
弁当をご注文される場合，懇親会にご参加の場合は，所定欄に○印を記入してください。
弁当はお茶付きで 1,000 円の予定です。
送付先 〒379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町 493
群馬県農業技術センター 環境部 病害虫係 酒井 宏
TEL 0270-62-1059
FAX 0270-20-8016

──────────────────────── 切り取り線 ─────────────────────────
様式 D（郵送及び FAX 用）
（2018 年１月 17 日必着）

第 65 回研究発表会 講演申込書
発表希望部門

病害・虫害（希望する部門を○で囲む）

発表者氏名
（演者に○印）
発表者所属
発表演題
〒
住 所
連 絡 先
電 話
E-mail
送付先：参加申込書と同じ。
※ 講演要旨は，受付確認の連絡を受けた後にご提出ください。

様式 E

（2018 年１月 31 日必着）

講演要旨
表題（改行）
著者名（改行）
記入上の注意：講演者名の前に○印をつける
共著者の氏名は「・」でつなぐ
所属の記号は上付数字とし，著者名の右につける
所属（改行）
記入上の注意：所属は正式名称で記載する
複数の所属は「・」でつなぎ，所属の記号は名称の左につける
本文

全体を 600 字程度にまとめてください。
講演要旨の提出先：sakai-hi@pref.gunma.lg.jp
＜記載例＞
様式 E

（2018 年１月 31 日必着）
講演要旨

水耕栽培におけるトマト根腐病の発生に及ぼす培養液温度の影響
○関東一郎 1・東山ハナ 2・病虫研太 3
1△△県農業試験場・2××大学農学部・3 株式会社〇〇〇
△△県内の水耕栽培トマトにおいて，2000 年ごろからトマト根腐病が多発し，施設によって
は経済的に大きな被害が発生している。根腐病の発生に及ぼす・・・

