令和元年 8 月 14 日
各位
天敵利用研究会
会 長 大野和朗
大会長 斎藤幸雄

第 29 回天敵利用研究会・群馬大会のご案内

残暑の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび、第 29 回天敵利用研究会を群馬県前橋市で開催することとなりました。
天敵利用研究会は、生産者及び関係団体、都道府県、国立研究開発法人、大学、
企業等の関係者が参加し、生物的防除や IPM に関する研究と技術普及に関する意
見交換を行い、農業の発展に大きく寄与することを目的としております。
本大会のシンポジウムでは、
「天敵利用、普及上の課題と解決に向けたアプロー
チ」をテーマに各地域における天敵の利活用の状況や普及上の課題等について情報
提供をいただき、総合討論を通じ議論を深めていくこととしております。また、天
敵利用に関する最新の研究、現場での普及に関する一般講演も用意しております。
皆様の多数のご参加をお待ちしております。どうぞ宜しくお願い致します。
記
１．主催
天敵利用研究会
一般社団法人 全国農業改良普及支援協会
２．後援
群馬県
３．日時
令和元年 11 月 12 日（火）13:00 ～ 13 日（水）15:30
４．会場
（大会）前橋テルサ ホール
（情報交換会）前橋テルサ 8 階 けやきの間
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群馬県前橋市千代田町 2 丁目 5 番 1 号 TEL: 027-231-3211
*詳細は、
「１０．会場の周辺地図」をご参照ください
５．シンポジウム及び総合討論
テーマ：
「天敵利用、普及上の課題と解決に向けたアプローチ」
演者：
山口説夫（高知県須崎農業振興センター）
「なぜ、高知県の施設園芸で天敵利用が進んだのか。
－普及現場での課題解決に向けた取り組み・活動について－（仮題）
」
池田健太郎（群馬県農政部技術支援課）
「群馬県における天敵利用の現状と今後の課題」
草間直人（全国農業改良普及支援協会）
「全国におけるＩＰＭへの取り組み状況」
総合討論座長：柿元一樹（鹿児島県農業開発総合センター）
６．大会スケジュール
11 月 12 日（火） 12:20
13:00～17:30

受付（開場）
大会開催
一般講演
シンポジウム

18:00～20:00
11 月 13 日（水） 9:30
9:45～15:30

情報交換会
開場
一般講演

７．参加費
大会参加費（資料代）
：2,000 円
情報交換会参加費：5,500 円
大会受付時に、領収書をお渡しいたします。
大会参加費、情報交換会参加費は、10 月 11 日（金）までに下記口座にお振込み
ください。
ゆうちょ銀行から振り込む場合
【銀行名】 ゆうちょ銀行
【記号－番号】 １５１８０－３８１６９８１
【口座名】 天敵利用研究会
ゆうちょ銀行以外から振り込む場合
【銀行名】 ゆうちょ銀行
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【店名】 五一八 （
【店番】 ５１８）
【預金種別】 普通預金
【口座番号】 ０３８１６９８
【口座名】 天敵利用研究会
【当日申込による参加受付】
事前申込の受付期間を過ぎた方は、大会当日の大会会場にて参加を受け付けま
す。その際、情報交換会費 6,000 円となりますので、あらかじめご了承ください。
８．大会および情報交換会への参加申込み方法
（１）ウェブサイト（ https://tenteki-ipm.org/conference/registration ）から、9 月
30 日（月）までに、お申し込みください。お申し込みを受付けた際には、自
動返信メールが届きます。届かない場合は、必ず大会事務局までお問い合わ
せください。
（２）入金済みの参加費のご返却はできませんので、ご了承ください。
（３）振り込みの名義人と参加者の名前が異なる場合は、大会事務局までご連絡く
ださい。
９．一般講演の申込み方法と留意事項
【申込み方法】
（１）ウェブサイト（ https://tenteki-ipm.org/conference/registration ）から、9 月
30 日（月）までに、お申し込みください。概ね 1 週間以内に講演の可否をご
連絡致します。申込みから 1 週間を過ぎても連絡が来ない場合は、必ず大会
事務局までお問い合わせください。
（２）講演時間は 1 課題あたり 15 分（発表 12 分、質疑 3 分）を予定しております
が、申し込み講演数によって変更する場合がありますので、ご了承ください。
（３）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 1）を参照し、10
月 11 日（金）までに、大会事務局に講演要旨を Word ファイルでご提出くだ
さい（必着）
。可能な限り e-mail での提出をお願いします。
（４）プレゼンテーションソフトは Microsoft Power Point2016 for Windows を使
用する予定です。メディア（記憶媒体）は CD-R に限定致します。講演者は
10 月 25 日（金）までに、メディアを大会事務局まで郵送ください（必着）
。
事前に、Microsoft Power Point2016 にてファイルを再生し、動画や画像が正
しく表示されるかご自身でチェックしてください。
【留意事項】
（１） 一般講演の講演数は 25 題を上限とします。お申込み数が超過した場合は先
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） 講演数に限りがありますので、同一プロジェクトや同一製品等についてご紹
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介される場合は、発表内容が重複しないよう、なるべく代表者が 1 題にまと
めて発表してください。
１０．会場の周辺地図

研究会会場、
情報交換会場
前橋テルサ

JR 前橋駅

〇前橋テルサへの交通
「ＪＲ前橋駅」下車。下記バスにて約 5 分。徒歩約 20 分。距離約 1.2ｋｍ。
・バス
群馬バス・関越交通、群馬中央バス・上信電鉄・永井バス等
「ＪＲ前橋駅」のりば・・・①、②、⑤
最寄りのバス停
渋川方面より 国道 17 号「千代田町二丁目」下車、0 分
前橋駅より 国道 17 号「千代田町二丁目」下車、１分
前橋駅より

国道 50 号「本町」下車、3 分
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１１．注意事項
（１）各講演のスライドには、未発表の図表、写真等が含まれている場合がありま
すので、当日のスクリーン撮影はご遠慮ください。皆様のご理解とご協力を
お願い致します。
（２）各種申込みの締め切り日は下記の通りですのでご協力ください。

項目

締切日

大会、情報交換会の参加申込

9 月 30 日（月）

大会参加費、情報交換会費の振込

10 月 11 日（金）

一般講演の申込

9 月 30 日（月）

講演要旨の提出（講演者のみ）

10 月 11 日（金）

講演用メディアの提出（講演者のみ）

10 月 25 日（金）

１２.お問い合わせ先
○大会及び大会事務に関するご質問
第 29 回天敵利用研究会群馬大会事務局
群馬県農業技術センター 環境部 病害虫係
酒井 宏
〒379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町 493
TEL:0270-62-1059 FAX:0270-20-8016
e-mail: taikai2019@tenteki-ipm.org
○研究会事務に関するご質問
天敵利用研究会事務長
大井田 寛
〒266-0006 千葉市緑区大膳野町 808
千葉県農林総合研究センター 研究マネジメント室
TEL: 043-291-9985 FAX: 043-291-9983
e-mail: contact@tenteki-ipm.org
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