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第２２回天敵利用研究会（倉敷大会）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、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
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。この度第２２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 24 年 12 月 12 日（水）13:00

～

13 日（木）14:30

２．会場
大会会場：倉敷市立美術館講堂
〒710-0046 岡山県倉敷市中央 2－6－1

TEL.086-425-6034

情報交換会会場：倉敷アイビースクエア
〒710-0054 岡山県倉敷市本町 7-2 TEL.086-422-0011
３．シンポジウムおよび総合討論
テーマ：「施設園芸における捕食性カスミカメムシ類の利用」
座長：永井

一哉（岡山県農林水産総合センター）

演者：安永 智秀（American Museum of Natural History）
「カスミカメムシ類の有効利用への展望と諸問題」
中石 一英（高知県農業技術センター）
「タバコカスミカメを用いたアザミウマ類とコナジラミ類の防除および温存・増殖技術」
清水

徹（（株）琉球産経）
「コミドリチビトビカスミカメの作物加害について」

矢野 栄二（近畿大学）
「海外における捕食性カスミカメムシ類の利用の現状と問題点」
日本 典秀（（独）農研機構・中央農業総合研究センター）
「捕食性カメムシ類の生態解明のための分子生物学的手法」
佐々木

千潮（農林水産消費安全技術センター）

「天敵昆虫等の農薬登録について」

４．大会スケジュール
平成 23 年 12 月 12 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
12 月 13 日（木）

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

6,000 円

大会参加費および情報交換会参加費は、10 月 31 日（水）までに、下記口座にご送金ください。
中国銀行

赤坂支店（チュウゴクギンコウ

口座番号

普通預金１１９０４６４

口座名

第２２回天敵利用研究会
ケンキュウカイ

事務局

ジムキョク

アカサカシテン）
土居典秀（ダイニジュウニカイテンテキリヨウ

ドイノリヒデ）

※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、10 月 31 日（水）（必着）までに e-mail、ファ
クスまたは郵便で下記大会事務へお送りください。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、10 月 15 日（月）（必着）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、10 月 31 日（水）
（必着）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。
（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（月）（必着）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２２回天敵利用研究会倉敷大会事務局
岡山県農林水産総合センター農業研究所

病虫研究室

土居典秀

〒709-0801

岡山県赤磐市神田沖 1174-1

TEL:086-955-0543

FAX:086-955-1914

email:norihide_doi@pref.okayama.lg.jp
９．会場「倉敷市立美術館」へのアクセス
○ＪＲ倉敷駅下車 南へ徒歩 15 分

○ＪＲ倉敷駅への交通アクセス
（１）ＪＲ岡山駅から
山陽本線下りで 16 分。（新幹線は JR 岡山駅での乗り換えが便利です）
（２）ＪＲ新倉敷駅から
山陽本線上りで９分。
（３）岡山空港から
空港リムジンバスで約 35 分、JR 倉敷駅北口下車。
（４）車での利用
山陽自動車道・倉敷 IC より約 15 分。瀬戸中央自動車道・早島 IC より約 15 分。
（会場には図書館、博物館共通の駐車場（有料）があります。なお、懇親会参加者につい
ては倉敷アイビースクエア駐車場を利用すると 24 時間無料駐車券をお配りします。）

10．宿泊
各自で手配をお願いします。ご利用の際はホテルへ直接お電話でお申し込みください。なお、今
大会は倉敷市外郭団体の研究会開催補助を受けており、要件として参加者の半数以上の倉敷市内宿
泊が必要ですのでご協力をお願いします。宿泊確認のため別紙３をチェックイン時に宿泊施設にご
提出下さい。
当日は他の学会開催があり、宿泊施設が混み合う恐れがありますので、早めの予約をお勧めしま
す。情報交換会会場の倉敷アイビースクエアには 40 室程度の部屋を確保しており、割引料金で宿
泊できます。お問い合わせ時に「天敵利用研究会での宿泊」とお伝え下さい。
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。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。
12．大会事務局
大会長：矢野 栄二（大会に関する質問 e-mail：yano@nara.kindai.ac.jp）
事務局：土居 典秀（事務に関する質問 e-mail：email:norihide_doi@pref.okayama.lg.jp）
岡山県農林水産総合センター農業研究所
〒709-0801

病虫研究室

岡山県赤磐市神田沖 1174-1

TEL:086-955-0543

FAX:086-955-1914

別紙１
第 22 回天敵利用研究会（倉敷大会）参加申込書
氏名（ふりがな）：
所属名：
連絡先住所：〒
連絡先電話：
連絡先ＦＡＸ：
e-mail（活字体）：
情報交換会：

参加

不参加

（いずれかを〇で囲ってください。e-mail の場合は「参加」または「不参加」を記入してください。）
申込書にご記入頂いた個人情報は厳重に管理し、本大会に関する事務連絡のみに使用します。
-----------------------------------------------------------------------------------------第 22 回天敵利用研究会（倉敷大会）一般講演申込書
講演者氏名（所属）：
演題：
注 発表方法は PowerPoint のみ
講演者複数の場合、発表者の氏名の左側に○印をつけてください
-----------------------------------------------------------------------------------------大会事務局への連絡欄（参加費の振込月日等）

-----------------------------------------------------------------------------------------＜申込書送付先＞
〒709-0801

岡山県赤磐市神田沖 1174-1

岡山県農林水産総合センター農業研究所

病虫研究室

土居典秀

email:norihide_doi@pref.okayama.lg.jp
メールで送付される場合は、タイトルを「天敵利用研究会申し込み」としてください。

別紙２
講演要旨作成要領
１）文書はＰＤＦファイルとし、ファイル名は必ず講演者名にして下さい（ 例： 岡山太郎.doc）
２）文書スタイルは、 Ａ４版縦置き、余白上下左右 25mm、横書き、１行 40 字、１頁 40 行程度、文
字サイズ 10.5 ポイント、文字フォント MS 明朝体として下さい。
３）講演者が複数の場合は、発表者氏名の左側に○印を付けてください。
４）１講演につき１頁とします。図表、写真（いずれも印刷は白黒）も挿入可能です。
（例）
○○県における天敵利用の現状
（１行あける）
○岡山太郎（△△試験場）・倉敷次郎（□□大学）
（１行あける）
○○県における天敵利用は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

表１○○○○○

図１○○○○○

講演用 PowerPoint ファイル作成上の注意
１）講演には PowerPoint2010 がインストールされたパソコン（OS：Windows７）を使用する予定です。
２）ファイルは新品のディスク（CD-R もしくは DVD-R）に保存してください。書き込みの際、「追加
書き込みをしない」もしくは「ディスクアットワンス」に設定して下さい。ファイル名は講演者名
にして下さい（岡山太郎.ppt）。
３）2003 よりも古いバージョンの PowerPoint で作成したファイルは、ディスクを送付する前に、
PowerPoint2010 がインストールされた別のパソコンで動作確認されることをお勧めします。
４）ファイルサイズが大き過ぎると、動作遅延やフリーズ等のトラブルの原因となりますので、画像
の圧縮等によりファイルサイズを小さくして下さい。また、本大会ではパワーポイントの操作を事
務局で行いますので、不要なアニメーション設定は極力控えて下さい。
５）送付前に必ずウイルスチェックを行って下さい。
講演上の注意
１）講演時間は１講演あたり 15 分（講演 12 分、質疑３分）を予定していますが、講演数によって多
少増減する場合もあります。
２）発表者は次の講演の座長を行っていただきます。最初の講演の座長は事務局で対応します。
３）パワーポイントの操作は事務局で行います。

別紙３

第２２回天敵利用研究会宿泊確認表
宿泊日

宿泊施設

所

属

氏

名

様

本宿泊確認表は、倉敷観光コンベンションビューローのコンベンション開催補助金申請
の資料です。お手数ですが、これを元に貴宿泊施設の様式で「第２２回天敵利用研究会
参加者宿泊証明書」（合計宿泊人数で結構です。）を発行し、下記までご送付下さいま
すようお願いいたします。
天敵利用研究会倉敷大会事務局
〒709-0801 岡山県赤磐市神田沖 1174-1
岡山県農林水産総合センター農業研究所 病虫研究室
TEL:086-955-0543 FAX:086-955-1914
email:norihide_doi@pref.okayama.lg.jp

土居典秀

