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 巻頭言   

 

農林害虫研究会の国際化へ向けて 

 
和田哲夫 

（アリスタライフサイエンス株式会社） 

 

20 年以上前，オランダのワーゲニンゲン大学の昆虫学科の教授であるヨープ・ファン・レンテ

レン博士の研究室を訪問したことがあります。先生は生物的防除の泰斗として，既にご高名でし

たが，ちょうどその時，エジプトの農林省よりの招待講演に使う英文の講演ドラフトが教授のテ

ーブルにありました。なんとかお願いしてそれを頂き，その年の「植物防疫」に翻訳したものを

投稿しました。その面談の際，教授曰く，「論文は英語で書かないと意味はない。オランダ語で書

いても，世界の誰も読んでくれないからだ。」この言葉を聴いて，オランダ人の過去数世紀にわた

る活躍の理由を理解することができたように思います。 

オランダ語も日本語も世界では読み書きできる人の数は限られています。日本の状況としては，

学会英文誌はもちろん存在しますが，それ以外の多くの研究会などでの発表内容，ニュースレタ

ー，成績検討会資料などは日本語のままであり，折角の研究が世界に知られないのは，残念であ

るとの考えから，本会の講演タイトルやニュースレターのタイトルの英文化を昨年の幹事会議で

提案をいたしました。 

日本は化学農薬の発明と実用化の分野において世界をリードしていることは，誰しも認めてい

るところです。そして世界の農薬メーカーは新規合成農薬のアクイジション（導入）のために，

日本の化学メーカー詣でをしています。この英文化の実現が，日本の圃場での技術や，昆虫学，

IPM の分野でも研究，技術レベルが高いということを米国，ヨーロッパ，アジア各国研究者など

に知ってもらえる一助となれば幸いです。 

                               （2016 年 12 月 12 日受領） 

"A Step into the International Stage －The Legacy of Prof. Lenteren" 
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Tetsuo Wada, Arysta LifeScience Corporation 

（Received: 12 Dec. 2016） 

 

 

ニュース  

 
中間的問題について 

 
堤 隆文 

（福岡農林試 豊前分場） 
 

何事にも凝る人が多い虫屋業界において，日頃から，道楽で家族に迷惑をかけていると自覚し

つつも止められない諸氏におかれては，後ろめたい気持ちの言い訳として「なあに，しょせんヒ

トは『遊びをせんとや生まれけむ』ものさ」と，幾度か自分に言い聞かせたことがあるのでは。 

この有名なフレーズは，云うまでもなく梁塵秘抄（後白河院編 1180 頃）の中に収められている

今様（いまよう）の一節で，相田みつを（1984）の原作ではない。全文は，「遊びをせんとや生

まれけむ，戯れせんとや生まれけん，遊ぶ子供の声聞けば，我が身さえこと動かるれ」である。

これを小林秀雄（1962）風に翻訳すると，「人はすべからく遊ぶ為に存在し，楽しむより他に人

生の中間的問題は一切ない」とでもなりそうだ。このように考えると，職場，家庭，地域社会，

日常の様々な悩みやしがらみも全て「所詮，遊びの中での出来事」とスッパリ切り捨てることが

出来るかもしれない。「日々是即遊」と喝破すれば，全ての事は「OK 牧場」，「なんちゃない」の

である。 

とは言うものの，三千世界の凡夫の腹の中には「中間的問題」が満タンで，道楽でさえ悩みの

種にしてしまう。例えば，秋好日，見晴らしのよい芝生の丘に立ち，目論見とは裏腹に，白い杭

の向こう側に消えていく球を目で追いながら，心の中で「オー，マイ，ガー」と叫ぶさまは，ま

さに・・・・。 

昔，財界総理といわれた石坂泰三氏は「ゴルフでスコアを付けるなんて，下々のやることだよ」

（城山 1995）と達観しておられたが，凡夫はそうはいかない。 

しかし，よ～く考えてみれば，これこそ人生そのもの。かつて，野坂昭如先生が「ソ，ソ，ソ

クラテスかプラトンか♪，ニ，ニ，ニーチェかサルトルか♪，み～んな悩んで♪，大きくなった

あ♪」(野坂 1976)と，歌っておられたのを思い出してみるといい。 

彼は人生を楽しむため，自ら進んで悩み多きことを実行しているにすぎない。悩むことを楽し

んでいるのだ。何故なら，「悩み」と「楽しみ」は，同じ物体の表裏の名称であることを知ってい

るからだ。そう理解すると，「中間的問題」は霧散し，「人生＝楽しみ」の世界が眼前に広がる。 

さらに，「善人なおもて往生をとぐ，いわんや悪人をや」（唯円 1300 頃）とは，よく云ったも
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ので，「生活のためではなく，誰からも強制されない，道楽の悩み」でさえ，実は，楽しいことで

あるなら，「生活のため，世のため，人のため，の仕事の悩み」なんて尚更，考えるだに馬鹿馬鹿

しい。短い人生，生きているうちに日々楽しまなければ大損だ。 

そう開き直りたいと願いつつ，「遊びをせんとや生まれけむ」と，呪文のように呟き，またゴル

フに行く今日この頃である。あ～，早く 100 切りたい。 

 

引用文献 

相田みつを（1984）人間だもの．文化出版局，東京 

後白河院編（1180 頃[2010]）梁塵秘抄．講談社学術文庫，東京 

小林秀雄（1962[2000]）真贋．世界文化社，東京 

野坂昭如（1976）サントリーゴールド 900 の CM ソング 

城山三郎（1995）もう君には頼まない－石坂泰三の世界．文春文庫，東京 

唯円（1300 頃[1981]）歎異抄．岩波文庫，東京 

（2016 年 10 月 27 日受領） 

"Beautiful Life" 

Takafumi Tsutsumi, Fukuoka Agriculture & Forestry Research Center, Buzen Branch 

（Received: 27 Oct. 2016） 

 

 

クヌギ林の存在意義 

 
窪田聖一 

（愛媛県農林水産研究所） 

 

愛媛県は，シイタケの生産が盛んな県であり，中山間地には榾木用のクヌギ林が点在している。

榾木用には 15 年程度で伐採し，萌芽更新するのが一般的であるが，現状は年数が過ぎても伐採さ

れずに放置されているクヌギ林も少なくない。クヌギ林というと樹液に集まるカブトムシ（写真

1）やクワガタを採集した思い出のある方も少なくないであろう。この樹液は甲虫類をはじめとし

て，スズメバチ，蝶，蛾等様々な昆虫類の重要な食餌となっている。しかし，近年はクヌギ林を

探してみてもこの樹液が出ている樹が極めて少ない。林によっては樹液が出ている樹が 1 本も見

当たらない場合もある。樹液の滲出は，カミキリムシ等の甲虫類，ボクトウガ等の蛾類の加害に

よって生じるとされている。そのような昆虫の幼虫が穿孔することにより樹皮に裂け目が生じ，

そこから樹液が滲出している場合が多い。 

樹液の滲出状況とクヌギ林の管理状況について調査した結果，年に数回除草を行い丈の低い草
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地が維持されているクヌギ林では，樹皮の裂け目が生じている樹の割合が高く，樹液の出ている

樹が点在していた（写真 2）。逆に，放置されササやススキ等，背の高い草種が密生している林で

は，樹皮の裂け目が生じている樹がほとんどなく，樹液の出ている樹も見当たらなかった（写真

3）。年に 3 回程度除草を行う管理されたクヌギ林で，樹液に集まる蝶類を調べたところ，国蝶の

オオムラサキ（写真 4），スミナガシ（写真 5），ゴマダラチョウ，クロコノマチョウ，ヒカゲチョ

ウ他 10 種類以上も確認された。この中には環境省のレッドリストで絶滅危惧 IB 類に選定されて

いるクロヒカゲモドキ（写真 6）も含まれていた。このような管理されたクヌギ林は，薪炭林と

して活用されていた頃の雑木林の代替環境として，里山を主なすみかとする昆虫類の貴重な生息

地となっている。林業従事者は高齢化が進み減少する一方ではあるが，クヌギ林がいつまでも昆

虫類の楽園として存続することを願うばかりである。 

（2016 年 11 月 2 日受領） 

"The Significance of Sawtooth Oak Forest" 

Seiichi Kubota, Ehime Research Institute of Agriculture, Forestry & Fisheries 

（Received: 2 Nov. 2016） 

写真 1 樹液に来たカブトムシ                 写真 2 よく管理されたクヌギ林 

写真 3 放置されたクヌギ林                   写真 4 樹液に来たオオムラサキ 
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写真 5 樹液に来たスミナガシ                写真 6 樹液に来たクロヒカゲモドキ 

 

 

 

11月のある日 

 
國本佳範 

（奈良県病害虫防除所） 
 

11 月○日，高知県への出張前日の夕刻，電話が鳴った。受話器をとると男がつぶやくように「○

○○の B です。お宅の試験場が噂の本，大事典 X を購入してますね。実は・・・」ごく一部の関

係者以外知り得ない内容について語り始めた。 

11 月○＋2 日，高知県から帰庁して PC を開けると，11 月○日の夕刻，先の謎の電話があった

数十分後の時刻に，とある組織を裏で仕切る人物から「お宅が大事典 X について，書評を書くら

しいですね・・・・」というメールが届いていた。おかしい。どうしてこの人物は 11 月○日の夕

方の電話の内容を知っているのだ？盗聴の可能性を疑ったが，何も見つからなかった。 

そもそも，大事典 X といえば業界関係者しか知らない，23,000 円（税別）もする，分厚くて枕

になるかと思ったらハードカバーで頭が痛い，ボリュームもてんこ盛りで理解するのも頭が痛い，

現場に持って行くには重たくて肩が痛い，車の中で読もうとすると車酔いしそうな，しかも執筆

関係者に知り合いが多く，書評の書き方一つ間違うと後ろから刺されるかもしれない，きっと執

筆陣も持ち出しが多く苦労も多く，絶対に「本屋さんが選ぶ読んで欲しい本」にはノミネートさ

れない，こんな大変な大事典 X についてどうやって書評を書くのか・・・・ 

そうだ，書評は無理だから読書感想文に・・・同じことか。 

しかし，噂ではこの大事典 X は，天敵利用のメッカ，K 県で各普及センターに 1 冊ずつ配布さ

れた経典のような存在，これから天敵活用に取り組むなら，まず，目を通しておきたい，すでに

取り組んでいる場合でも，様々な取り組みレベル，地域を意識して発展させていける，これらを

狙って構成されている，このような大事典 X に読書感想文も何もあったものではないとの結論に
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至った。確かに，般若心経や聖書の読書感想文は見たことがない。 

ところでこの大事典 X の正式名称は何でしたっけ？最近，物忘れがひどく・・・ 

後日，ある組織を裏で仕切る人物から X＝「天敵活用大事典」との連絡があったことは言うまで

もない。 

なお，本内容は「天敵活用大事典」という本の存在以外はフィクションであり，「天敵活用大事

典」の内容に関しては農文教のホームページを参考してください。 

http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54015159/ 

（2016 年 11 月 24 日受領） 

"One day in November" 

Yoshinori Kunimoto, Nara Prefecture Plant Protection Center 

（Received: 24 Nov. 2016） 

 

 

11月の別の日 

 
國本佳範 

（奈良県病害虫防除所） 

 

私的なことをニュースレターに投稿するのは少し気が引けますが，より多くの方に知っていた

だきたいので，誌面をお借りしてオオムラサキの人工飼育について紹介します。 

ご存じのとおり，オオムラサキは日本の国蝶。同じ読みの国鳥「トキ」の人工飼育は国家事業の

ような状況ですが，オオムラサキの人工飼育は個人が私費で取り組んでこられました。その人は

奈良県橿原市の秋山昭士氏（故人）です。秋山さんは 40 年くらい前，誰に頼まれた訳でもなく，

ただ，明日香の里山にオオムラサキを飛ばしたいという思いで，当時，誰もやっていないオオム

ラサキの人工飼育に取り組み始めました。様々な苦労を乗り越えて，約 10 年前に人工飼育系が確

立し，毎年数千頭のオオムラサキが秋山さんのご自宅の飼育施設に乱舞する光景が見られるよう

になりました。この子孫は明日香の里山にも放され，近所の保育所，幼稚園にも配布され，子供

たちにオオムラサキの羽化を間近で見る機会を与えてきました。 

その秋山さんが 2016 年 5 月に亡くなられました。折角確立されたオオムラサキの人工飼育系

はどうなるのか？との不安を解消してくれたのが弟子の林太郎氏です。林さんは 5 年前に初めて

秋山さんの施設でオオムラサキを見て感動し，弟子入りして人工飼育の手伝いを始めました。師

匠を失った林さんの悲しみは大きいですが，彼が独り立ちして人工飼育を継続する手伝いを橿原

市昆虫館，昆虫館友の会，虫いっぱいの里山づくり隊のスタッフと一緒に進めています。 

11 月の別の日，快晴の下，橿原市昆虫館の駐車場の裏で人工飼育のための施設建設が始まりま
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した。平均年齢 60 歳以上のおやじ組が予定地にある 2 本の木を切り，根を掘り出すだけで腰痛を

訴える始末，果たしていつになったら施設ができるのか・・・。オオムラサキに関心のある方は，

橿原市のお越しの折に昆虫館だけでなく，昆虫館裏の飼育施設にもお越し下さい。それまでには

施設が完成しているといいのですが・・・。求む，若い衆！ 

（2016 年 11 月 24 日受領） 

"Another day in November" 

Yoshinori Kunimoto, Nara Prefecture Plant Protection Center 

（Received: 24 Nov. 2016） 

 

 

植物医師について 

 
三宅律幸 

（愛知県農業総合試験場） 
 

皆様の参考にするべく技術士第一次試験奮戦記を，ニュースレターNo.26（2011 年 1 月発行）

に，技術士第二次試験奮戦記は，ニュースレターNo.29（2012 年 8 月発行）に掲載させていただ

きました。今回は，一般社団法人 日本植物医科学協会が認定する植物医師についてお知らせを

します 

一般社団法人 日本植物医科学協会（英語名：Japan Association of Clinical Plant Science）

は，2011 年 1 月に設立され，植物の栽培に関わる市民・農業法人・農業関連企業等の発展に寄与

することを目的に，以下のような植物医科学に関わる様々な活動を行っています。 

 ■植物病院ネットワークの構築 

 ■植物医師などの専門人材育成 

 ■専門資格の認定 

 ■植物医科学に関する普及啓蒙および教育 

 ■植物病に関するデータベースの整備 

 ■最先端臨床技術開発および普及の推進 等 

 その活動の一つとして，専門人材である植物医師の育成を行っています。植物医師の活動は，

「畑・水田・果樹園・公園・緑地・宅地など各種の私的・公的空間等の植物・作物に発生する植

物病（微生物病・害虫病・雑草害・生理病・汚染物質害・気象害）による植物の障害等を，診断・

治療・防除・予防するための知識及び技術を備え，高い倫理観を持って，植物・作物および自然

環境を保全・育成するための試験・検査・研究・各種処置に関わる活動を行います。また，その

使命を全うするため，植物医師としての品位の向上に努め，自己の研鑽に励み，公正・誠実に行

動し，社会の持続的な発展に貢献する。」とされています。また，その植物医師の定義は，「植物
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保護に関わる高度な知識・技術・経験・倫理を有する専門家であり，文部科学省所管の技術士（農

業部門・植物保護）第二次試験合格者ならびにそれと同等の能力を有する方の中から，一般社団

法人日本植物医科学協会（以下，本協会）が実施する植物医師の適性を備えた方を対象に行う審

査に合格した方に対し，本協会が認定するものです。」とあります。第 1 回の植物医師認定審査を

平成 27 年 11 月 1 日（日）に行い，平成 28 年 4 月に「植物医師」第一号が 60 名誕生しました

（http://jaclips.jp/jaclips/plant%20doctor_press.html）。平成 28 年度植物医師認定審査は，平成

28 年 11 月 6 日（日）に東京で行われました。 

植物医師は，まだ生まれたばかりの資格です。興味のある方は，一般社団法人 日本植物医科

学協会のホームページ http://jaclips.jp/jaclips/を見てくださいね。 

 

（2016 年 11 月 13 日受領） 

"Introduction of Japanese Plant Doctor" 

Noriyuki Miyake, Aichi Agricultural Research Center 

（Received: 13 Nov. 2016） 

 

 

植物医師の登録者証 

 

 

 

薬剤抵抗性で考えること 

 
三浦一芸 

（農研機構・西日本農研） 

 

薬剤抵抗性に関して日本応用動物昆虫学会大会で 2 回小集会を主催し，農林害虫防除研究会山

口大会 1 回，他の研究会などで数回開催に携わった。先日も農政局主催の会議に参加したが，薬

剤抵抗性を抑える手段は現在でもこれと言ったものはないと感じた。他にないからローテーショ
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ンを活用せざるを得ないと言うのが実態ではないだろうか。日本応用動物昆虫学会高知大会で明

らかになったのはローテーションにはあまり科学的根拠がないということである。かといって，

他に頼るものがあるかと言えば，現場にすぐに導入するものはないのが現状であろう。前出の農

政局主催の会議では地域ごとの薬剤抵抗性情報を一目でわかるようにしてくれないかという要望

があった。確かにそれも重要であるとは思う。しかし，基本的にどの薬剤（生物農薬も含む）で

も害虫の抵抗性の発達は避けられないだろう。より重要なものは地域ごとにどの薬剤をいつ使用

しているかという履歴ではないだろうか。履歴が把握できると数理モデルなどから抵抗性発達の

予想が立つのではないかと思う。これ以上ある薬剤を使用すれば抵抗性が認められるようになる

という情報を流せるようなシステムが構築できるだろう。ただ，私はこれ以上薬剤抵抗性の問題

に携わる時間はなくなってきた。 

（2016 年 11 月 28 日受領） 

"Let’s reconsider resistance of insecticide" 

Kazuki Miura, NARO Western Region Agricultural Research Center 

（Received: 28 Nov. 2016） 

 

 

復帰のご挨拶と雑感 

 
井村岳男 

（奈良県病害虫防除所） 
 

県庁での 3 年間の虎の穴生活を無事満了し，今年 4 月から研究に戻って参りましたので，改め

ましてご挨拶申し上げます。 

私のように行政事務の経験が少なかった者にとっては，県庁生活は苦渋に満ちたものでしたが，

ほぼ最短コースで研究に戻ってこられてホッとしております。自宅は県庁から近いところにあり

ますので，通勤時間が大幅に長くなってしまいましたが，それでも今は楽しく毎日の仕事をして

おります。つくづく研究が好きだったんだなと感慨深く感じております。 

この春の人事異動では，病害担当者と入れ替わりで戻って参りましたので，現在は病害の研究

も行っておりますが，上司の取り計らいにより，おかげさまで害虫の研究もさせていただいてお

ります。バクテリアの PCR をやりつつも，心は常に害虫とともに！と言えば大げさですが，様々

な対象を扱うことで研究活動にも幅が出るように感じております。 

さて，研究を離れていたこの 3 年前で，害虫分野の研究も大幅に様変わりしたような印象を受

けております。特に，以前やっていた天敵利用の分野では，タバコカスミカメの実用化が一気に

進展しておりました。バンカーシートなどという補助資材も実用化寸前になっています。植生管
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理による土着天敵強化についても，土着天敵プロを中心に多くの成果が上がっているように見受

けられます。ずっと研究におられる方々には分かりづらいかも知れませんが，離れていた者にと

っては，現場の害虫対策研究が急速に進展しているように感じられます。早く追いつかねば，と

いう焦りを感じつつも，安易に成果に飛びつかずにじっくり丁寧に研究を進めていきたいと考え

ている次第です。 

一方，国の農政もこの 3 年間で大きく様変わりしました。輸出促進に伴う輸出検疫体制の見直

しや海外の残留農薬基準への対応，Global GAP の推進，TPP 対応に伴う農薬等の資材費低減の

取り組みや登録制度の見直し，安全・安心の分野では ARfD 導入と住宅地通知への対応強化等々。

農水省の研究予算が益々厳しくなり，次第に行政色を強めていく中で，次の時代の研究に求めら

れるキーワードは何かということを日々思案しております。 

少し前までは，下っ端気分満載でやりたい研究を追いかけ回しておりました。しかし，いつの

間にかベテランと呼ばれるような年代になっており，今後は若い研究員や普及指導員にノウハウ

を伝えていくことにも力を入れていかなければいけないという想いもあります。 

一度にあれもこれも出来ないとは思いますが，何よりもデータあっての研究ですので，現場対

策に重きを置きつつ，愚直に一つずつこなしていくしかないのかな？という感じです。今冬から

は，以前積み残していたイチゴのアザミウマ対策を始めたいと考えています。植生管理による天

敵強化技術の拡大と強化についても，様々な品目でやれることは山ほどあるように思います。ど

こまで欲張れるか分かりませんが，会員の皆様とご一緒できるようなネタが何かあれば，お声が

けいただければと思います。 

（2016 年 12 月 2 日受領） 

"Greeting and miscellaneous impressions" 

Takeo Imura, Nara Prefecture Plant Protection Center 

（Received: 2 Dec. 2016） 

 

 

野菜圃場ではミナミアオカメムシとアオクサカメムシによる 

被害リスクはどちらが大きいのだろうか？ 

 
飯塚 亮 

（東京都農林総合研究センター） 
 

初めてこちらに投稿させていただきます，東京都農林総合研究センターで昨年度より害虫研究

業務を担当しております，飯塚亮と申します。本年（2016 年）より地方幹事も務めさせていただ

いておりますので，何卒よろしくお願いいたします。  
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さて，ミナミアオカメムシの生息分布の拡大が注目されて久しく，東京都でも 2013 年に大島

のブロッコリー圃場において本種の発生および甚大な被害が確認されました。しかし島しょ部以

外では，本種の発生は未確認であったため，2016 年 7 月より江東地域，多摩地域で本種の発生調

査を行いました。結果としましては，市によってはアオクサカメムシとの混在で，スイートコー

ン，エダマメ，ナス，オクラなどにおいて発生を確認致しました。これを受けて病害虫防除所よ

り特殊報が発表される予定であります。 

ところで，調査の途中，アオクサカメのみ発生している地域のスイートコーン圃場において，

「昨年，このカメムシ（アオクサカメ）が大発生してほとんど食べられてしまった」との言を生

産者の方からいただきました。今回はミナミアオカメばかりに注目していたわけですが，そもそ

も大型カメムシが大発生した場合の被害の大きさについてあらためて思い知らされることとなり

ました。また，もしミナミアオカメがその地域で優占種となった場合，被害のリスクは高まるこ

とになるのか等，気になるところであるため，今後も 2 種カメムシの発生の動向に注意を向けて

いきたいと思っております。 

（2016 年 12 月 9 日受領） 

"In the vegetable farm field, which is larger risk of damage 

 by Nezara viridula or Nezara antennata ?" 

Ryo Iizuka, Tokyo Metropolitan Agriculture And Forestry Research Center 

（Received: 9 Dec. 2016） 

 
 

農業大学校という職場を経験して 

 
大井田 寛 

（千葉県農林総合研究センター） 
 

早いもので，戻ってからもう 9 ヶ月が過ぎましたが，農業大学校での勤務を終え，昨年 4 月か

ら再び農林総合研究センターで仕事しております。戻った先では，落花生や緑肥を取り入れた露

地野菜・畑作物の輪作体系を確立する県単プロジェクトの一員として，土壌病害や線虫の対策技

術の研究を主に担当しています。以前のように「六本脚にドップリ」という状態ではありません

が，補足的な研究として土壌害虫や地表徘徊性天敵の調査もやっております。改めまして，皆様

よろしくお願い申し上げます。このたび同じ組織の仲間であるニュースレター担当からスペース

をもらいましたので，3 月まで過ごした農業大学校での経験と感想を述べてみたいと思います。 

農業大学校は，経験せずとも何となくイメージできる本庁や普及組織とは違う未知の職場でし

たし，非常にタイトなカリキュラムが組まれる専修学校であるため，最初のうちこそ授業の準備
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や不慣れな高校訪問，農家派遣実習の対応などで大変な思いをしましたが，ここで過ごした３年

間は大変充実したかけがえない時間となりました。千葉県立農業大学校には，果樹，野菜，畜産

など生産技術に関する専攻だけではなく，全国的に珍しい土壌肥料，生物工学，病害虫などの専

攻があります。大変幸運なことに，私は専門を活かせる病害虫専攻の担当として配属されたため，

大学校へ赴任する前に農林総研で取り組んでいた害虫防除に関する研究を発展させる形で，生徒

たちと自由な発想のもと研究を続けることができました。また，主担当校務は比較的自分が得意

とする広報関連の事務だったことも幸運でした。このため「業務」へのストレスはあまり感じず

に過ごせたと思います。 

私は「研究」という「もの」を相手にする仕事が好きで，自分なりに「向いている」と勝手に

考えてきました（います）が，大学校では，仕事として「向いている」かどうかはさておき，「ひ

と」との出会いに恵まれたなあと実感しています。高校を卒業したばかりの若者たちが過ごす学

校ゆえ，思わぬハプニングの対応に追われることもありましたが，約１ヶ月に一度まわってきた

学生寮の舎監の仕事なども含め，彼らとの交流には研究機関では味わえない楽しさがありました。

一部の卒業生たちは，今でもたびたび集まって一緒に楽しく飲んでくれます。教員免許を持って

いるわけでもなく，大学の職員でもない自分が，このような「教え子」を得られたのは大変あり

がたいことです。また，授業や卒論指導を通じては，人に技術や考え方をわかりやすく伝え，身

につけてもらうことの難しさや大切さ，その方法を学べた気がします。ぜひとも今後の仕事に活

用したいものです。個人的に最もうれしかったのは，余計な「しがらみ」を全く考えずに楽しく

語り合える相手として，教育庁（農業高校）から派遣されている年齢の近い先生たちと友達にな

れたことでしょうか。私にとって，この出会いはお金では買えない貴重な財産となりました。色々

な幸運に恵まれ，農業大学校という職場を経験できてよかったなと考えています。 

（2016 年 12 月 31 日受領） 

"Memoirs: Chiba Prefectural Agricultural College" 

Hiroshi Oida, Chiba Prefectural Agriculture and Forestry Research Center 

（Received: 31 Dec. 2016） 

 
 
 
 第22回農林害虫防除研究会（岩手大会）のご案内  

 

第22回農林害虫防除研究会（岩手大会）は，下記のとおり平成29年9月21日～22日の日程で開

催することになりましたので，ご案内いたします。なお，詳細については，今後，農林害虫防除

研究会HP（http://agroipm.ac.affrc.go.jp/narc.html）に掲載を予定しておりますので，そちらも

ご覧ください。 
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＜大会の概要＞ 

（１）日程：平成 29 年 9 月 21 日（木）～22 日（金） 

（２）会場：盛岡市民文化ホール「マリオス」小ホール（シンポジウム・一般講演） 

盛岡市盛岡駅西通 2-9-1（JR 盛岡駅西口：徒歩 3 分） TEL:019-621-5100（代表） 

（３）シンポジウム「寒冷地や開放系における天敵の利用について考える」 

 

＜お問い合わせ＞ 

岩手大会事務局 

岩手県農業研究センター（担当 大友令史，羽田 厚） 

〒024-0003 岩手県北上市成田 20-1 

TEL：0197-68-4424（直通）  FAX：0197-71-1085   

Email：r-ohtomo@pref.iwate.jp 

 

 

第21回農林害虫防除研究会（山梨大会）報告  

 

2016 年 9 月 8 日（木）午後 1 時。甲府駅からほど近い結婚式場を会場として，第 21 回農林

害虫防除研究会・山梨大会が開会となった。 

当日は，台風 13 号“マーロウ”の関東地方への接近にともない，交通機関への影響が心配され

たが，混乱は一部の地域・路線に留まり，最悪の事態も覚悟していた大会事務局としては，ホッ

と胸を撫で下ろすことができた。 

従前，大会は 6～7 月に開催されていたが，山梨大会については，できるだけ農繁期を避けると

ともに，手前勝手ながら準備期間を長めに確保したい思いから，9 月開催とさせて頂いた。通常

と異なるスケジュールであったため，研究会役員の皆様をはじめ，多くの関係者に御迷惑をかけ

たことについては，この場を借りて陳謝したい。大会事務局としても，時期を変えることで，参

加者が減少しないか不安があったが，最終的に参加者は 213 名を数える盛況ぶりとなった。 

開会にあたっては，山本会長から御挨拶を頂くとともに，大会事務局を務めた山梨県果樹試験

場より，古屋場長が会場の皆様に向けて，御来県感謝の言葉を述べた。続くシンポジウムでは，

座長に農研機構 果樹茶業研究部門 三代浩二 虫害ユニット長を迎え，山梨県果樹試験場 内

田を露払いに，愛媛県農林水産研究所果樹研究センター 金﨑秀司氏，鳥取県園芸試験場 中田

健氏，秋田県果樹試験場 大隅専一氏の 4 名が，「近年話題となっている果樹の重要害虫」をテー

マに，各地の主要果樹の状況について情報提供を行った。御多忙にも関わらず，座長ならびに講

演に快く御協力を頂いた皆様には，あらためて感謝を申し上げたい。 

一般講演は，8 日に 7 題，翌 9 日に 13 題の計 20 題について発表があり，活発に意見が交わさ

れた。今大会でも同様であったが，例年，講演の多くは“農”業分野の話題が中心である。しか

し，山本会長の意向もあり，農“林”害虫防除研究会の名に相応しい大会とすべく，山梨県森林

総合研究所 大澤正嗣氏に，林業分野からの発表を打診し，「カツラマルカイガラムシの山林にお

ける大発生」と題した興味深い講演を頂いた。今後も，林業関係からの参加が増えると，より多
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面的に議論を深めることができるのではないかと思われる。 

参加者同士の親睦を深める情報交換会には，山梨の郷土料理である「ほうとう」と「鳥もつ煮」

をメニューに加えるとともに，9 月開催のメリットを存分に活かし，収穫期を迎えた山梨県産ブ

ドウ“ピオーネ”，“クイーンニーナ”，“シャインマスカット”を会場に用意することができた。

また，山梨県果樹試験場が育成した醸造用ブドウ“ビジュノワール”，“アルモノワール”をはじ

めとする様々な種類の赤・白ワインも，参加者の皆さんに召し上がって頂いた。だいぶ酔いが回

ったころには，可愛い乱入者“富士の国やまなし観光キャラバン隊長 武田菱丸”が姿を現し，

会場の皆様と記念写真を撮りながら名刺を配り，ここぞとばかりに山梨県の観光をPRしていた。 

新たな取り組みとしては，情報交換会の会場に企業展示ブースを設けた。食事やお酒を楽しみ，

リラックスした雰囲気のなかで展示を眺めつつ，出展企業担当者の方々と気楽に会話を・・・と

の趣旨であったが，食事に，ブドウに，ワインに，武田菱丸と，情報交換会の短い時間内に，少々

詰め込み過ぎたかもしれないと，今更ながら反省している。 

このようにして，大会事務局としては，まるで学園祭のような興奮と慌ただしさのなか，瞬く

間に 2 日間の日程を終え，閉会を迎えた。 

準備から当日の運営まで，至らぬ点が多々あり，参加者の皆様に御迷惑をおかけしたこともあ

ったが，無事に山梨大会の幕を閉じることが出来たのは，多くの御協力の賜物によるものである

ことは言うまでもない。 

山本会長をはじめ，研究会役員の方々には，貴重な助言を通じて，開催への道筋をつけて頂い

た。また，山梨県植物防疫協会には，相当な御無理を申し上げたうえに，御後援も頂戴した。そ

して，大会当日には，（一社）日本植物防疫協会山梨試験場の皆様，ならびに山梨県農政部の植物

防疫事業関係者に運営への御協力を頂いた。不慣れな大会事務局を支えて頂いたことに厚く御礼

を申し上げる。 

最後になったが，第 22 回大会開催地である岩手県の皆様にエールを送り，山梨大会の報告に代

えさせて頂きたい。 

山梨大会事務局 内田一秀（山梨県果樹試験場） 
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山本会長による開会の挨拶        会場は多くの参加者で埋め尽くされた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報交換会では山梨産ブドウに      人気が高かったワインコーナー 

参加者が舌鼓を打った          瞬く間に空ビンの山に・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報交換会の会場に設けた企業展示ブース  情報交換会に“富士の国やまなし 

観光キャラバン隊長 武田菱丸”が登場 
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  お知らせ   
 

第27回天敵利用研究会宮城大会開催のお知らせ 

第27回天敵利用研究会（会長：近畿大学 矢野栄二教授）を，仙台市の「戦災復興記念館」に

おいて2日間にわたって開催します。前回は8月の開催でしたが，今回は10月の開催となります。

シンポジウムのテーマは決定しておりませんが，決まりましたらすみやかに本誌や応動昆お知らせ

メール，各種メーリングリスト等にてお知らせします。ふるってご参加下さいますよう，お願い致

します。 

 

１．日時：平成29年10月26日（木）～ 27日（金） 

２．場所：戦災復興記念館 

仙台市青葉区大町二丁目12番1号 TEL: 022-263-6931 

３．内容：26日午後にシンポジウム，以後27日にかけて一般研究発表 

４．問い合わせ先： 

（大会長）   増田俊雄（宮城県農業・園芸総合研究所） 

（大会事務局） 宮城県農業・園芸総合研究所 関根崇行 

〒981-1243 名取市高舘川上字東金剛寺１ 

TEL: 022-383-8246 FAX: 022-383-9907 

e-mail: sekine-ta831@pref.miyagi.jp （関根崇行） 

 

 

 第47回常任幹事会議事録（概要） 

 

日時：平成 28 年 9 月 8 日（11:30～12:30 ） 

場所：ベルクラシック甲府（山梨県甲府市） 

参加者：山本，柴尾，岸本，清水，藤岡，和田，西野，木下，伊地知，衞藤，大井田，加進， 

上遠野，國友（兼山梨大会事務局），後藤，安宅（執行代理），多々良，豊嶋，中野， 

西川，林，春山，本多，宮井，矢野，佐々木（岩手大会事務局），大友（同左）， 

羽田（同左）（敬称略） 

欠席者：野村，小澤，西東，村井，望月，八瀬（敬称略） 

１．開会挨拶 

山本会長 

新常任幹事の紹介 

（会議進行）柴尾副会長 （議事録）春山（野村副会長代理） 

２．報告 
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（１）前回第46回常任幹事会の議事録の確認 

山梨大会開催が例年の6～7月でなく9月となり，総会後に発行されるニュースレター（37号）

が既に発行され，これに載せられた議事録はML会議により既に承認済みのため，今回は確認を

行った。 

（２）事務報告 

①会員動向 

平成27年3月31日現在414名 

平成27年度 新規入会23名，退会16名 

平成28年3月31日現在 421名 

名誉会員：（6名）：正野俊夫氏，廿日出正美氏，池田二三高氏，古橋嘉一氏 

宮田 正氏，本山直樹氏 

研究会役員（平成28年4月1日～平成30年3月31日） 

役員の交代（平成28年4月以降） 詳細省略 

常任幹事の2名交代（平成28年4月以降）（敬称略） 

新任：伊地知，衞藤，多々良，西川 

退任：諌山，岡崎，根本，西森 

県幹事が6名交代 （平成28年4月以降）  

東京：加藤→飯塚， 長野：栗原→北林 

大阪：田中→金子， 兵庫：山下→田中 

高知：広瀬→中石  大分：岡崎→姫野 

②平成27年度事業報告，予算執行状況，および会計監査 

・事業報告 

H27年7月 第45回常任幹事会，第20回大分大会（大分市） 

及び総会，ニュースレターNo.35発行 

H27年12月 第46回常任幹事会（東京都） 

H28年1月 ニュースレターNo.36発行 

・予算執行状況 (平成28年3月31日現在) 

収入1,908,786円 支出788,567円 残高1,120,219円 

次年度繰越金 1,120,219円 （前年度繰越金1,366,737円） 

・会計監査（平成28年5月30日） 

木下会計監査より，金額に問題なく，適正に処理されたことが報告された。 

以上，異議なしで承認された。 

（３）役員会報告 

（４）ニュースレター，およびホームページ関連 

１）ニュースレター関連 

・No.36発行報告 

平成28年1月15日発行済，465部。24ページ。発行経費：174,060円。 

・No.37発行報告。 

平成28年7月15日発行済，500部。24ﾍﾟｰｼﾞ 
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9月山梨大会時の新入会員にも配布予定のため，人数不明のため現会員数(421)より 

多めに印刷した。発行経費：177,115円 

印刷費用は前回印刷所が安価なため継続した。 

２）ホームページ関連 

大会案内を更新した。今後ニュースレター，大会講演要旨をアップ予定。 

（５）新名誉会員の推挙 

柴尾副会長より説明。浜村氏を名誉会員として総会で推挙状の授与式を行う。 

３．議題 

（１）平成28年度事業計画および予算案 

①平成28年度事業計画 

平成28年 7月 ニュースレターNo.37発行済 

9月 第47回常任幹事会（山梨県甲府市） 

9月 第21回大会，総会（山梨県甲府市） 

12月 第48回常任幹事会（東京都） 

平成29年1月 ニュースレターNo.38発行 

②平成28年予算案（平成28年4月1日現在） 

収入合計 1,537,219円 

（会費415,000円（1,000円×415名），雑収入（講演要旨販売）2,000円， 

繰越金1,120,219円） 

支出合計 1,537,219円 

（ニュースレター印刷費400,000円，大会関係200,000円，会議費150,000円 

事務費100,000円（内ウェブサイト管理費・講演要旨製本代・通信費等）， 

予備費687,219円） 

11～20回大会の講演要旨製本代見積もりが高すぎるとの指摘があり，やり直しをすることに

した。また，スケジュールは年度内に終了するかという質問に対し，年内に終了することとし，

次回再確認することになった。 

（２）第21回農林害虫防除研究会山梨大会（平成28年）運営概況 

大会事務局，國友氏より説明 

参加者9月2日現在193名（名誉会員 古橋氏1名を含む）。当日参加で200名を超えるのでは。 

情報交換会147名。シンポジウムの話題提供4題。一般講演20題。 

展示申込は5企業・団体。講演要旨への広告に13企業・団体。 

講演要旨250部。 

運営は予算内で収め，使い切る予定。超過のときは援助をお願いしたい。 

運営スタッフ18名。うち山梨県関係から13名，日植防山梨試験場から5名。 

山梨県関係では，普及指導員（農業，林業）などへの参加を促し参加費を無料にした。こ

の点に関し，来年岩手大会事務局より，大会事務局の判断でよいかと質問があり，関係者の

勉強・情報収集の場として，大会事務局に一任すると回答。 

（３）第22回農林害虫防除研究会岩手大会（平成29年）について 

大会事務局大友氏より以下予定を説明 
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・開催日程 

平成29年9月21日（木）～22日（金） 

初日13:00からシンポジウム，一般講演，総会，情報交換会 

2日目12:00まで，一般講演 

・会場 

盛岡市民文化ホール（マリオス） 

・シンポジウムテーマ 

「寒冷地や開放系における天敵の利用について考える（案）」 

・情報交換会会場 

ホテルメトロポリタンニューウィング 150名 

来年，天敵利用研究会が宮城県で行われる予定で内容が被らないようにしたらどうかと

のコメントに対し，研究会は11月で既に宮城県担当と話し合って進めていること，参加者

が異なることもあり基調講演など多少ダブっても構わないとの意見があった。 

（４）その他 

・研究会の英名について 

山本会長より研究会の英名について，会則に英名が記載されているが，「Forest」が入っ

ていないので変更する場合は総会で承認を得る必要がある。 

岸本事務長に英名が決まった経緯を調査してもらったところ，これまでの議事録に記載

はなく，平成10年のニュースレターNo.2に英名候補案が載り，平成11年3月に6つの案があ

った。「Forest」の載った案は一つのみ。本会の英名が決定された記録は見つからなかった。

以上より，あらためて常任幹事会で決めることにした。 

日植防としては，強制はしない。 

役員で次回常任幹事会までに英名を検討し，12月の常任幹事会で決定することとした。

その後岩手大会の総会で承認を得る。 

・ニュースレター英文タイトルのホームページ記載について 

和田氏，西野氏，清水氏，藤岡氏で検討する。 

清水ニュースレター担当より，ニュースレターはNo.37から実施済と報告あり。 

・大会時新規入会者のニュースレター配布について 

7月発行のニュースレターを大会時（9月）の新入会員に配るかどうか。 

来年の岩手開催も9月なので，配ることとした。 

・常任幹事会ML会議について 

緊急案件はML会議で常任幹事交代承認，議事録承認など今後も同様に進める。 

・第48回常任幹事会日程について 

12月16日（金）午前，日植防会議室にて 
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 農林害虫防除研究会会則  

（名称） 

  第１条 本会は，農林害虫防除研究会と称する。本会の英語訳を Agricultural Insect Pest  

Management Society of Japan（略称 AIPM Society of Japan）とする。 

（目的及び事業） 

 第２条 本会は，農林害虫防除に関する国内外の研究と技術に関する情報の交換を行い，会員相

互の知識の高揚と親睦を通じて，農林業の発展に寄与することを目的とする。 

 第３条 本会は，目的達成のため次の事業を行う。 

（ア）集会の開催（イ）ニュースレターの発行（ウ）調査研究（エ）情報交換 

（オ）その他必要と認められるもの 

 第４条 本会の所在地は事務長の所属機関とする。 

（会員） 

 第５条 本会の会員は正会員，賛助会員，名誉会員とする。 

 第６条 正会員は農林害虫防除の専門家及び本会の趣旨に賛同して年会費を納入した個人とす

る。賛助会員は本会の活動を賛助するため入会した団体，機関，個人とする。名誉会員

は本邦農林害虫防除の発展に多大な功績があり，常任幹事会によって推挙された個人と

する。 

 第７条 正会員ならびに賛助会員は別に定める年会費を納入するものとする。会費を2年間滞納

したときは退会したものとみなす。 

（役員等） 

 第８条 本会は次の役員をおく。 

１.会長 1名 ２.副会長 2名 ３.常任幹事 25名前後 ４.事務長 1名 

５.都道府県幹事 47名 ６.会計監査 2名 ７.ニュースレター編集担当 2名 

８.情報担当 1名 

 第９条 役員の任期は2年とする。ただし，会長は重任することは出来ない。 

 第10条 会長は本会を代表し，会務を統括，本会の円滑な運営を行う。副会長は会長を補佐し，

会長に事故あるときはその責務を代行する。事務長は本会の庶務，会計を司る。常任幹

事は会長，副会長，事務長とともに，常任幹事会を構成し，常時会務の執行に関し審議

する。都道府県幹事は当該都道府県の会員の把握とともに，本会会務の連絡に当る。ま

た，会務全般について具申する。会計監査は本会に関わる経理について監査を行い，総

会に報告する。ニュースレター編集担当はニュースレターの編集及び発行を司る。情報

担当は本会のホームページ，メーリングリストの管理を行う。 

 第11条 本会役員の選出方法は以下の通りとする。 

   （ア）会長，副会長は常任幹事会で選考・承認し，総会で報告する。 

（イ）事務長は会長が指名し，総会で報告する。事務長は補佐を数名任命することができ 

る。 

（ウ）常任幹事，会計監査，ニュースレター編集担当及び情報担当は会長が指名し，総会 

で報告する。 
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（エ）都道府県幹事は会長が指名し，委任する。 

 第12条 本会は必要に応じ専門委員をおくことができる。 

（集会） 

 第13条 集会は総会，大会，セミナーなどとする。総会は原則として年1回，通常，大会期間中

に開催する。大会は原則として毎年6～7月に行う。 

（会計） 

 第14条 本会の経費は会費，寄付金その他によってまかなわれる。大会の会計は別会計とする。 

 第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり，翌年の3月31日に終わる。 

（付則） 

 第16条 本会則の変更は総会の議決による。 

 第17条 １．この会則は平成8年6月22日から施行し，一部改正を平成13年6月28日に行った。  

２．この会則の一部改正は平成14年6月28日から実施する。 

３．この会則の一部改正に伴い，会計年度を以下の通りとする。 

 平成14年度は平成14年1月1日から平成15年3月31日，平成15年度は平成15年4月1日か 

ら平成16年3月31日，平成16年度以降は同様4月1日から翌年3月31日。 

４．この会則の一部改正は平成20年6月26日から実施する。 

５．この会則の一部改正は平成25年7月11日から実施する。 

６．この会則の一部改正は平成26年7月7日から実施する。 

７．この会則の一部改正は平成27年7月21日から実施する。 

 

 

 農林害虫防除研究会名誉会員名簿  

 

正野俊夫，廿日出正美，池田二三高，古橋嘉一，宮田 正，本山直樹 

 

 

 農林害虫防除研究会役員名簿（2016.4.1 - 2018.3.31） 

会  長：山本敦司 

副 会 長：柴尾 学，野村昌史 

常任幹事：伊地知美奈子，衛藤友紀，大井田寛，加進丈二，上遠野冨士夫，國友義博，後藤哲雄， 

西東 力，執行拓宇，多々良明夫，豊嶋悟郎，中野昭雄，西川洋史，林 直人，春山裕史， 

藤岡伸祐，本多健一郎，宮井俊一，村井 保，望月 淳，八瀬順也，矢野祐幸，和田哲夫 

事 務 長：岸本英成 

会計監査：木下正次，小澤朗人 

ニュースレター編集担当：清水 健，藤岡伸祐，和田哲夫 

情報担当：西野 実 
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 農林害虫防除研究会都道府県幹事名簿  

都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名 

北海道 岩崎暁生 新潟 中野 潔 岡山 佐野敏広 

青森 木村勇司 富山 大窪延幸 広島 栗久宏昭 

岩手 大友令史 石川 八尾充睦 山口 本田善之 

宮城 増田俊雄 福井 高岡誠一 徳島 中野昭雄 

秋田 菊池英樹 岐阜 市橋秀幸 香川 三浦 靖 

山形 永峯淳一 静岡 松野和夫 愛媛 窪田聖一 

福島 荒川昭弘 愛知 三宅律幸 高知 中石一英 

茨城 横須賀知之 三重 西野 実 福岡 嶽本弘之 

栃木 小山田浩一 滋賀 山本雅則 佐賀 衛藤友紀 

群馬 藍澤 亨 京都 徳丸 晋 長崎 寺本 健 

埼玉 植竹恒夫 大阪 金子修治 熊本 古家 忠 

千葉 河名利幸 兵庫 田中雅也 大分 姫野和洋 

東京 飯塚 亮 奈良 井村岳男 宮崎 黒木修一 

神奈川 大矢武志 和歌山 貴志 学 鹿児島 井上栄明 

山梨 村上芳照 鳥取 大澤貴紀 沖縄 金城邦夫 

長野 北林 聡 島根 奈良井祐隆   

 

 

 研究会への入会方法  

入会希望者は下記事務局までご連絡ください。入会年度のNews Letterと振替用紙（郵便振替：

農林害虫防除研究会 00810-0-82999）をお送りします。年会費は1,000円です。入会フォームが農

林害虫防除研究会ＨＰ（http://www.agroipm.org）からダウンロードできます。 

事務局：岸本 英成 

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 

〒020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷 92-24 

TEL 019-645-6157   FAX 019-641-3819  E-mail：kisimoto@affrc.go.jp 

 

 

 会費納入のお願い  

 2016年度会費の納入をお願いします。振り込み用紙を同封しておりますのでご活用下さい。会

費は複数年分を同時に納入することが可能です。 

 2017年度までの会費納入状況については，西暦の下2桁と納入の有無を（ ）内に示してありま

す。（ ）内の○は納入済年度を，×は未納年度を，－は未加入年度を表しています。年会費は1,000
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円です。会費納入について不明な点があれば，上記事務局までお問い合わせ下さい。 

 住所不明でニュースレターが返送されて来る場合があります。人事異動等による所属，住所，送

り先が変更となった場合は，事務局までお知らせください。今号の宛名ラベルが，会員名簿に登録

されています。 

 

 

 ニュースレター № 39の原稿募集  

 ニュースレターは皆様の投稿で成り立っています。昆虫や防除に関連する文章の投稿をお待ちし

ています。文字数は400～1,600字程度で書式の規定はありません。カラーの写真や図表も掲載で

きます。投稿方法は，(1)電子メール，(2) CDやUSBメモリー等のメディア郵送，(3)手書原稿ファ

ックス・郵送，のいずれでも結構です。 

 ファイル形式は，Windows版の一太郎，MS-Word，RTFテキスト等を歓迎します。また，「各

種研究会等の開催案内」も受け付けますので，ご利用下さい。 

編集担当：清水 健 

      千葉県農林総合研究センター 暖地園芸研究所 生産環境研究室 

      〒294-0014 千葉県館山市山本1762 

      TEL 0470-22-2963   FAX 0470-22-2604  

      E-mail：k.shmz31@pref.chiba.lg.jp  

 

 

 

 編集後記  

執筆者の皆様からのご投稿のお陰を持ちまして，無事にニュースレター第 38 号を発行すること

ができました。今回は特に N 県の皆様より，多大なるご貢献を賜りました。心より熱く（K 本氏

の為人をご存知の皆様には「厚く」や「篤く」よりもこちらが正解であることをご理解頂けるも

のと思います）御礼申し上げます。某大事典が枕にされたり，肩こりや車酔いの原因になったり

する心配は無いと思いますが，「2017 年 本屋さんが選ぶ・・・」にノミネートされるという初夢

を見ました。今年も素敵な一年になる予感がいたします。 

残念なお知らせがあります。新年号にふさわしい，とても面白い編集後記用の文章を練ったの

ですが，幸いなことに O 井田さんのおかげで大晦日に無事にスペースが売り切れとなりましたの

で，今回は掲載を見送ります。また別の機会に…と思います。本年もよろしくお願いいたします。 

 

                          （編集担当 清水 健） 



農林害虫防除研究会News Letter No.38 (2017年1月) Newsl．AIPM－Jpn No.38（Jan.2017） 

24 

 

＊＊＊＊＊ ニュースレターNo.38（2017 年 1 月発行）目次 ＊＊＊＊＊ 

＜巻頭言＞    

農林害虫研究会の国際化へ向けて 和田哲夫 ･･･ 1 

＜ニュース＞    

中間的問題について 堤 隆文 ･･･ 2 

クヌギ林の存在意義 窪田聖一 ･･･ 3 

11月のある日 國本佳範 ･･･ 5 

11月の別の日 國本佳範 ･･･ 6 

植物医師について 三宅律幸 ･･･ 7 

薬剤抵抗性で考えること 三浦一芸 ･･･ 8 

復帰のご挨拶と雑感 井村岳男 ･･･ 9 

野菜圃場ではミナミアオカメムシとアオクサカメムシ 

による被害リスクはどちらが大きいのだろうか？ 
飯塚 亮 ･･･ 10 

農業大学校という職場を経験して 大井田 寛 ･･･ 11 

    

＜第 22回農林害虫防除研究会（岩手大会）のご案内＞  ･･･ 12 

＜第 21回農林害虫防除研究会（山梨大会）のご案内＞  ･･･ 13 

＜お知らせ＞  ･･･ 16 

＜第 47 回常任幹事会議事録（概要）＞  ･･･ 16 

＜農林害虫防除研究会会則＞  ･･･ 20 

＜農林害虫防除研究会名誉会員名簿＞  ･･･ 21 

＜農林害虫防除研究会役員名簿＞  ･･･ 21 

＜農林害虫防除研究会都道府県幹事名簿＞  ･･･ 22 

＜研究会への入会方法＞  ･･･ 22 

＜会費納入のお願い＞  ･･･ 22 

＜ニュースレター№39 の原稿募集＞  ･･･ 23 

＜編集後記＞  ･･･ 23 

＜目次＞  ･･･ 24 

    

    

＜著作権＞このニュースレターに掲載された記事の著作権は当研究会に帰属します 

 


