
第２０回農林害虫防除研究会大分大会のご案内 
 

 
●主催：農林害虫防除研究会・（一社）日本植物防疫協会（共催）・ 

大分県肥料植物防疫協会（後援）    
 
●日時：平成 27 年 7 月 21 日(火) 13：00～ 22 日(水)16：00 
 
●会場：ホルトホール大分 

大分市金池南1-5-1（JR大分駅上野の森口：徒歩2分） 

TEL:097-576-7555（代表）、FAX:097-573-6210 
HP:http://www.horutohall-oita.jp/ 
 

シンポジウム・一般講演・展示ブース(企業、研究)：1 階小ホール  
 
情報交換会：レンブラントホテル大分 2Ｆ「二豊の間」 

〒870-0816 大分市田室町 9丁目 20 番地 
TEL:097-545-1040、FAX: 097-545-1023 
HP: http://rembrandt-hotel.co.jp/oita 

 
●シンポジウムのテーマ、講演内容及び講演予定者 

テーマ：「新たな薬剤抵抗性害虫への対応を考える」 
  
基調講演 メーカーにおける農薬開発と抵抗性対策 

日本農薬株式会社 代表取締役社長 神山洋一氏 
 
 基調講演 IRM（殺虫剤抵抗性管理）と IPM（総合的害虫管理）の関係はどうな

っているの？  
（一社）日本植物防疫協会 技術顧問 宮井俊一          

  

特別講演 座長：（一社）日本植物防疫協会 技術顧問 宮井俊一 
 

１．近年問題となっている殺虫剤抵抗性のメカニズムについて 
岡山大学資源植物科学研究所 准教授 園田昌司 

 
２．海外飛来性イネウンカ類の薬剤抵抗性発達の現状と今後の防除対策 

九州沖縄農業研究センター生産環境研究領域虫害研究グループ  
上席研究員 松村正哉  

 
３．静岡県の茶産地におけるチャノコカクモンハマキの殺虫剤抵抗性とその  

対応 
静岡県農林技術研究所茶業研究センター 主任研究員 内山 徹 

    
４．宮城県における園芸作物 IPM の現状と抵抗性害虫等に対する防除技術の  

開発 
宮城県農業・園芸総合研究所園芸環境部 部長 増田俊雄 

 
５．夏秋ピーマン生産現場での殺虫剤抵抗性害虫に対応した総合的防除の取り

組み 
   大分県ピーマン生産部会竹田支部 入田慎太郎 
 



●研究大会スケジュール（予定） 
７月 21 日  13：00～13：10 あいさつ 

13：15～17：00 シンポジウム 
17：10～17：40 総 会 
18：30～20：30 情報交換会 

７月 22 日   9：00～16：00 一般講演 
 
●参加費 
（１）研究大会：会員 1,000 円、非会員 2,000 円（当日入会される場合には、会員

参加費を予め納め、大会当日に研究会事務局受付にて入会金
1,000 円をお納め下さい。事務手続の関係上、同時に振り込まれ
ないよう御協力をお願いいたします。） 

（２）情報交換会 ：6,000 円 
（３）パネル展示  研究グループは無料 営利団体：10,000 円 

 （パネル展示希望者には、申込後にメールで要領・申込書を送付します。） 

 

●研究大会参加・情報交換会の申し込み  

（１）添付の参加申込書に記入し、６月 22 日（月）（必着）までに電子メール、

郵便または FAX で大会事務局にお申し込みください。なるべく、電子メールを

ご利用ください。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。 

（２）当日のキャンセルや連絡なしの不参加の場合、後日、参加費をいただくこと

があります。参加申し込み後に参加ができなくなった場合は、お早めに大会事

務局へお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
●一般講演の申込方法 
（１）害虫防除に関連する一般講演を 24 題募集します。一般講演は会員（当日

入会を含む）のみ申込み可能です。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。演題
数によって多少変更することもあります。 

（３）講演要旨を別紙作成要領により作成し７月３日（金）までに e-mail で大
会事務局へ送付してください。 

（４）発表用プレゼンテーションソフトは Windows版 Microsoft PowerPoint2010
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（USB
メモリー等ご遠慮願います）。講演者は７月 14 日(火)までに記憶媒体を郵
送して下さい。 

（５）展示も講演と同時に申込みください。当日 12 時から設置をお願いします。 
 
●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

☆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 



のパックが格安となりますので、楽天トラベル等でご確認ください。なお、情報
交換会会場（レンブラントホテル大分）での宿泊を希望される方は、直接ホテル
（TEL:097-545-1040）へお申し込みください。宿泊料金は、１泊 7,300 円（朝食
付き）、もしくは 6,400 円（朝食なし）となります。 

 
●ホルトホール大分（大会会場）へのアクセス 
  JR 大分駅（上野の森口）から徒歩約２分 
●レンブラントホテル大分（情報交換会会場）へのアクセス 
  JR 大分駅から徒歩約 13 分（900m） 
●JR 大分駅への交通アクセス 
（１） 関東、甲信越から 
  ①羽田国際空港から航空機（日本航空、全日空）で「大分空港

（http://www.oita-airport.co.jp/）」へ。リムジンバス（約 65 分、片道 1,550
円）で「JR 大分駅」前へ。 

  ②最寄りの空港または羽田国際空港から航空機（日本航空、全日空）で「福岡
空港（http://www.fuk-ab.co.jp/）」へ。 
地下鉄（約５分、片道 260 円）で「JR 博多駅」へ。JR（約 140 分、片道 5,560
円(往復 6,180 円））で「JR 大分駅」へ。または高速バス（約 140 分、3,190
円(往復 5,660 円)）で「要町（大分駅前）」へ。なお、バスは西日本鉄道株
式会社（http://www.nishitetsu.jp/bus/）が運行する高速バスがご利用にな
れます。 

（２） 北海道、東北から 
航空機、新幹線、電車等で最寄りの空港、JR駅から「羽田国際空港」または
「福岡空港」へ。羽田国際空港からは上記の（１）①、福岡空港からは上記
（１）②を参照。 

（３） 東海、北陸、近畿から 
航空機、新幹線、電車等で最寄りの空港、JR駅から「羽田国際空港」または
「福岡空港」へ。羽田国際空港からは上記の（１）①、福岡空港からは上記
（１）②を参照。もしくは新幹線、電車等で「JR 大分駅」へ。 

（４）中国、四国、九州各方面から 
新幹線、電車等で「JR 大分駅」へ。 

（５）沖縄から 
最寄りの空港から「福岡空港」へ。福岡空港からは上記（１）②を参照。 

詳しくは会場のウェブサイトをご覧下さい。 



●その他 
 発表者が使用するプレゼンテーション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。 
 
●大会事務局 
＜申込送付先＞ 
  〒879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺 2328-8 
   大分県農林水産研究指導センター農業研究部病害虫チーム 

（担当：岡崎真一郎、姫野和洋） 
電話 0974-28-2078（直）（問い合わせは、なるべくメールでお願いします。）  
FAX  0974-22-0940 

   全般問合せ、参加・講演申込書､原稿送付先：姫野和洋
（himeno-kazuhiro@pref.oita.lg.jp） 

 
●農林害虫防除研究会への入会について（下記の農林害虫防除研究会事務局へ） 

〒020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷 92-24 
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
果樹研究所リンゴ研究拠点虫害ユニット 

岸本 英成（kisimoto@affrc.go.jp） 
TEL：019-645-6157 



第２０回農林害虫防除研究会 大分大会参加及び一般講演申込書 

 

 平成２７年  月  日 

申込者氏名（ふりがな）  

e-mailアドレス（活字体）  

所属の名称  

所属の住所 〒 

連絡先の住所 〒 

連絡先の電話・ＦＡＸ ＴＥＬ   －  －   ＦＡＸ －  － 
 
領収書の名義  
 

空白を基本とします。個人名、所属名、会社団体名の明記
が必要であれば事前に宛先を記載します。 
宛先名： 

 
会員・非会員の別 
 

 
会員・非会員・大会当日入会（いずれかに○印をつける） 
 

 

研究大会参加 する・しない （いずれかに○印をつける）  

情報交換会参加 する・しない （いずれかに○印をつける） 

 

一般講演希望 する・しない （いずれかに○印をつける） 
発表者氏名（所属） 
 （演者に○印） 

 
 

講演題目  

パネル展示 
 

希望する  希望しない 

  

＊本大会の講演要旨は、概ね 1 年後にホームページに掲載されることをご了解の上、講演を

申し込みください。 

 

＊パネル展示の準備は 7 月 21 日 12：00～13：00 にお願いします。 

展示設置は、パネルの幅 1.8m×高さ 1m 1 枚、机 1 でお願いします。 

 

＜電子メールでの記入様式（件名を"農林害虫申込"にして送信してください）＞ 

 申込者氏名(ふりがな) ： 

e-mail アドレス       ： 

所属の名称 ： 

所属の住所 ：〒 

連絡先の住所 ：〒 

連絡先の電話・ＦＡＸ   ：Tel   －  －   Fax －  － 

会員・非会員の別 ：（会員、非会員、大会当日入会を記入） 

研究大会参加 ：（する、しないを記入） 

情報交換会参加 ：（する、しないを記入） 

一般講演希望 ：（する、しないを記入） 

発表者氏名（所属）  ：（演者に○印） 例） ○大分太郎(△△△)・別府花子（◇◇◇） 

講演題目 ： 

パネル展示       ：（する、しないを記入） 

 


