
会員の皆様へ 

関東東山病害虫研究会         

第 64 回研究発表会事務局 
 
Ⅰ．第 64 回研究発表会・総会の開催について 
  第 64 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：2017 年２月 24 日（金） 10:00～17:00 （受付９:30～） 
２．場所：湯本富士屋ホテル（http://www.yumotofujiya.jp） 
          〒250-0392 
          神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256-1       TEL 0460-85-6111 
          箱根湯本駅より徒歩約３分 
３．特別講演 
  ｢アブラムシとコナジラミを巡る諸問題｣ 
   本多 健一郎氏 （国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門長） 
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

かじめご承知おき下さい。 
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：2017 年１月 20 日（金）（必着） 
    申込先：〒259-1204 神奈川県平塚市上吉沢 1617 
            神奈川県農業技術センター 生産環境部 病害虫研究課 折原紀子 
      TEL 0463-58-0333  FAX 0463-58-4254 
            E-mail  kanto-tosan.cn4u@pref.kanagawa.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：2017 年２月３日（金）（必着） 

    提出先：〒259-1204 神奈川県平塚市上吉沢 1617 
            神奈川県農業技術センター 生産環境部 病害虫研究課 折原紀子 
      TEL 0463-58-0333  FAX 0463-58-4254 
            E-mail  kanto-tosan.cn4u@pref.kanagawa.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：

KTPPS-Henshu@ml.affrc.go.jp）。 
 

 



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）昼食および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 24 日の大会終了後に会場内で開催します。会費は 6,500 円です。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, 当日のキャンセルにつ

きましては実費を頂戴いたし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 

 
 湯本富士屋ホテルパンフレットより 

                            
 
 会場には駐車場（無料）がございますが，朝夕の時間帯は周辺道路の混雑が予想されますの

でご注意ください。 
 
交通のご案内 
・箱根登山鉄道 箱根湯本駅より徒歩約 3 分 
・小田原厚木道路 小田原西 IC から国道 1 号線経由 5 分（3km） 
 
 
 
 
Ⅱ．会報 64 集（2017 年）原稿締め切りについて 

2017 年４月 20 日（木） 
 
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下

さい。 
 
 



 
様式 A（e-mail 用） 

                           （2017 年１月 20 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 64 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： 
懇親会参加の有無： 
─────────────────────────────                            
 宛先（折原紀子）：kanto-tosan.cn4u@pref.kanagawa.jp                           

 
                                           
────────────────────────────────────────────────────────── 
 様式 B（e-mail 用）  

（2017 年１月 20 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 64 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（折原紀子）：kanto-tosan.cn4u@pref.kanagawa.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下さい。 



様式 C（郵送及び FAX 用） 
                                  （2017 年１月 20 日必着） 
 

第 64 回研究発表会 参加申込書 

 

氏 名 会員 ・ 非会員 ・ 学生  懇親会参加 

所 属   

連 絡 先 

住 所 
 

〒 

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。 
懇親会にご参加の場合は，懇親会参加の欄に○印を記入してください。 

  送付先 〒259-1204 神奈川県平塚市上吉沢 1617 
         神奈川県農業技術センター 生産環境部 病害虫研究課 折原紀子 
     TEL 0463-58-0333  FAX 0463-58-4254 
 
 
 ──────────────────────── 切り取り線 ───────────────────────── 
 様式 D（郵送及び FAX 用） 
                                  （2017 年１月 20 日必着） 
 

第 64 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  

連 絡 先 

住 所 
〒 

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下さい。 



様式 E 
（2017 年２月３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 字程度にまとめて下さい。 
講演要旨の提出先：kanto-tosan.cn4u@pref.kanagawa.jp  
 
＜記載例＞ 
 
様式 E 

 （2017 年２月３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・・・ 
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