平成 25 年 9 月 25 日
関係各位
天敵利用研究会栃木大会
会長

矢野

栄二

大会長

村井

保

第 23 回天敵利用研究会（栃木大会）のご案内
皆様方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
「天敵利用研究会」は、生産者、JA 職員、都道府県職員、独立行政法人職員、大学、関連企業・団体
などの関係者が参加し、野菜、果樹等を対象とした生物的防除や IPM に関する国内外の研究と技術に関
する情報や意見の交換、成果の検討を行い、農林業の発展に寄与することを目的としております。この
たび、第 23 回大会を下記のとおり開催することとなりました。
つきましては、関係各位の多数のご参加を賜りたく、ご案内申し上げます。

記
１．日時
平成 25 年 12 月 10 日（火）13:00 ～ 11 日（水）14:30
２．会場
大会会場及び情報交換会会場：鬼怒川温泉ホテル
〒321-2592 栃木県日光市鬼怒川温泉滝 545
Tel: 0288-77-0025（代）
３．シンポジウムおよび総合討論
テーマ：「イチゴにおける天敵利用の現地での普及状況と将来展望 －カブリダニ利用を中心に－」
座長：長坂幸吉（中央農業総合研究センター）
演者：柳田裕紹（福岡県農業総合試験場）
「イチゴ育苗期における土着天敵ハダニアザミウマの利用」
伊村務（栃木県農業試験場）
「栃木県におけるイチゴでのカブリダニ利用の普及」
村井保（宇都宮大農学部）
「イチゴの育苗期の害虫フリー化」
天野洋（京都大農学部）
「カブリダニによる生物的防除の考え方と利用環境の整備」
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４．大会スケジュール
12 月 10 日（火）

12 月 11 日（水）

12:00～

受付

13:00～17:00

シンポジウム、総合討論、一般講演

18:00～20:00

情報交換会

9:00～14:30

一般講演

５．参加費
大会参加費

2,000 円

情報交換会参加費

5,000 円

宿泊費※

7,000 円

※今大会は大会事務局が鬼怒川温泉ホテルを借り切りにしております。
宿泊の詳細につきましては『１０．宿泊』をご参照下さい。
大会参加費および情報交換会参加費は、11 月 15 日（金）までに下記口座にご送金*ください。
足利銀行 峰町支店（アシカガギンコウ
普通口座 店番号１０７

ミネマチシテン）

口座番号５０２０７１５

口座名

第２３回天敵利用研究会

大会会長 村井 保（ダイ２３カイテンテキリヨウケンキュ

ウカイ

タイカイカイチョウ ムライタモツ）

※ATM 入金の場合は、銀行名、支店名、口座番号で入金でき、手数料も安く済みます。
６．大会および情報交換会への参加申込み方法
（１）参加申込書（別紙１）に必要事項記載の上、11 月 15 日（金）までに e-mail、ファクスまたは郵
便で下記大会事務（「８．参加・講演の申し込み先」参照）へお送りください。なお、e-mail で
申し込む際は、標題を「天敵利用研究会申し込み」として下さい。
（２）当日のキャンセルや連絡なしの不参加の場合、後日、参加費を頂く場合があります。参加申込み
後、やむを得ずキャンセルされる場合は、お早めに大会事務局までお知らせください。
７．一般講演の申込方法
（１）天敵利用に関連する一般講演を約 20 題程度募集します。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、あらかじめご了承下さい。
（２）講演申込書（別紙１）に必要事項を記載の上、11 月 15 日（金）までに e-mail、ファクスまたは
郵便で大会事務局までお送りください。申し込みを頂いた場合、おおむね１週間以内に講演受付
の可否をご連絡します。
（３）講演時間は１課題あたり 15 分（発表 12 分、質疑３分）を予定していますが、演題数によって多
少変更することもあります。
（４）講演受付通知を受領した申込者は、講演要旨作成要領（別紙２）を参照し、11 月 15 日（金）ま
でに大会事務局に要旨を PDF ファイルで提出してください。e-mail への添付ファイルで受け付け
ますが、必ず印刷原稿も郵便でお送りください。
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（５）発表用プレゼンテーションソフトは Windows 版 Microsoft PowerPoint 2010 を使用する予定です。
記憶媒体は CD-R もしくは DVD-R に限定します。講演者は 11 月 26 日（金）までに記憶媒体を
郵送して下さい。
８．参加・講演の申し込み先
第 23 回天敵利用研究会栃木大会事務局
宇都宮大学 農学部 応用昆虫学研究室 村井 保 〒321-8505
Fax: 028-649-5451

栃木県 宇都宮市 峰町 350

Tel: 028-649-5451

email: murait@cc.utsunomiya-u.ac.jp
９．会場「鬼怒川温泉ホテル」へのアクセス

（１）東武鉄道浅草駅から
東武日光鬼怒川温泉下り「特急きぬ」で約 120 分。鬼怒川温泉駅からは各旅館・ホテルを周る
東武ダイヤルバスが運行し、特急の到着に合わせて発車しています。鬼怒川温泉駅を出てすぐ右
手 5 番乗り場から乗車し、運転手に「鬼怒川温泉ホテル宿泊」とお伝え下さい（片道大人 180 円、
小人 90 円）。
（２）ＪＲ宇都宮駅から
ホテルの送迎バスを利用していただくことができます。ただし、利用には 15 名以上での予約
が必要です。送迎バスを希望される方は参加申込書（別紙１）の『JR 宇都宮駅からのバス利用』
欄の『利用する』をお選び下さい。なお、希望者が 15 名に満たない場合は送迎バスの利用は見
送らせていただきます。この場合、大変申し訳ございませんが、希望された方々には大会事務局
から直接ご連絡を差し上げます。
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（３）車での利用
日光宇都宮道・今市 IC より約 15 分。
１０．宿泊
（１）鬼怒川温泉ホテルへの宿泊について
今大会では鬼怒川温泉ホテルの客室を団体割引（一泊 7,000 円、朝食付き）で借り切っており、
参加者の皆様は鬼怒川温泉ホテルへ宿泊していただくのが最も安く便利になります。宿泊される
場合は 4、5 名の相部屋となりますが、40 室を確保しておりますので、ぜひご利用下さい。
（２）宿泊の申し込みについて
鬼怒川温泉ホテルへのご宿泊を希望される場合は、参加申込書（別紙１）の『鬼怒川温泉ホテ
ルの宿泊』欄の『宿泊する』をお選び下さい。『宿泊する』を選ばれた参加者については大会事
務局が客室を手配しますので、個人での宿の予約はご不要です。鬼怒川温泉ホテルへ宿泊される
参加者につきましては大会の受付の際、領収書をお渡しします。

部屋の割り当てについて
客室の振り分けは男女別になります。また、グループでの相部屋をご希望される
場合は【別紙１_参加・講演申し込み書】の「大会事務局への連絡欄」にその旨を
記し、相部屋を希望される参加者の所属・氏名をご記入下さい。このほかにも
ご要望等がございましたら、可能な限り対応させていただきますので、ご遠慮なく
同欄にご記入下さい。
なお、鬼怒川温泉ホテルへのご宿泊の予約は先着順となります。大変申し訳ございませんが、
客室が満室になり次第、締め切りとさせていただきます。
（３）鬼怒川温泉ホテルへの宿泊をご希望されない場合
鬼怒川温泉ホテルへの宿泊を希望されない参加者は、個人で宿泊先を予約して下さい。
１１．その他
 発表者の方々が使用され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。当日、スクリーンの撮影はご遠慮下さい。皆様のご理解とご協力をお願いします。
 各種申し込みの締め切り日を下にまとめておりますので、ご確認下さい。
項目

締め切り日

大会参加費、情報交換会費、宿泊費の送金

11 月 15 日（金）

大会および情報交換会への参加、宿泊申し込み

11 月 15 日（金）

講演要旨提出

11 月 15 日（金）

発表用ファイルの提出

11 月 26 日（火）
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１２．連絡先
大会事務局：村井 保（大会に関する質問

e-mail: murait@cc.utsunomiya-u.ac.jp）

宇都宮大学 農学部 応用昆虫学研究室
〒321-8505

栃木県 宇都宮市 峰町 350

Tel: 028-649-5451

Fax: 028-649-5451

事務長：安部順一朗（研究会事務に関する質問 e-mail: abejun@affrc.go.jp）
近畿中国四国農業研究センター 水田作研究領域
〒721-851 広島県 福山市 西深津町 6-12-1
Tel: 084-923-4100

Fax: 084-923-7893
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