平成 29 年度植物感染生理談話会のご案内
日本植物病理学会平成 29 年度植物感染生理談話会を下記の予定で開催致しますのでご案内
申し上げます．
万障お繰り合わせの上，奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます．
（スケジュールやご講演タイトルなどは予定ですので、最新のものは学会ホームページなどで
ご確認ください）
会期：平成 29 年 7 月 27 日（木）～7 月 29 日（土）
会場および宿泊： 伊豆熱川温泉 熱川ハイツ（http://www.atagawa.info/）
〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 1240-14 TEL 0557-23-2300
テーマ：
「繋がる・繋げる・植物感染生理ネットワーク」
プログラム（予定）
7 月 27 日（木）
（昼食各自）
12:30〜13:50
13:50〜14:00
14:00〜15:00
15:00〜17:30
18:30〜21:00

受付
開会の辞
特別講演
「夢見て行え、想いは叶う」 大橋祐子
参加者全員フラッシュ自己 PR
懇親会（宴会＋飲み放題）

7 月 28 日（金）
7:30〜8:30
朝食
9:00〜12:20
講演会（5 名）
9:00〜9:40「新規メラニン生合成阻害剤トルプロカルブの作用機作とイネいもち病に対す
る防除効果」
萩原寛之（三井化学アグロ株式会社農業化学研究所 生物評価グループ）
9:40〜10:20 「マイクロトム・トマトを基盤とした高度研究リソース」
江面 浩（筑波大学 生命環境系）
10:20〜11:00 「植物の成長とオーキシン濃度調節の実態」
笠原博幸（東京農工大グローバルイノベーション研究院）
11:00〜11:40「カンキツグリーニング病の感染生理 ～病原細菌は樹の篩部で何をしてい
るか～」
藤川貴史（農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門）
11:40〜12:20 「植物病原菌とウイルスの宿主植物との共進化」
有江 力・小松 健（東京農工大大学院農学研究院）

12:30〜 昼食／幹事会
13:30〜16:00
フリータイム
16:00〜18:00
ポスターセッション
18:00〜19:30
夕食（バイキング、飲み物各自購入）
19:30〜21:30
ポスターイブニングセッション（ポスター会場に飲み物用意）
7 月 29 日（土）
7:30〜8:30
9:00〜11:40
9:00〜9:40

朝食
講演会（4 名）
「炭疽病菌の植物感染戦略とエフェクター」
高野義孝（京都大学大学院農学研究科）
9:40〜10:20 「植物ウイルスに対する抵抗性機構とその利用」
山次康幸（東京大学大学院農学生命研究科）
10:20〜11:00 「寄生植物の宿主認識と寄生器官の形成」
吉田聡子（奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科）
11:00〜11:40 「マメ科植物との共生を司る根粒菌の III 型分泌系」
岡崎 伸（東京農工大大学院農学研究院）
11:40〜12:00
総合討論・表彰式・閉会の辞

〈新企画！〉参加者全員フラッシュ自己 PR：
7 月 27 日午後に、参加者全員に、60〜90 秒（予定）でご自身を PR いただきます。懇親
会での話のきっかけになることを期待しています。1 名 1 枚のスライドを事務局で取りまと
めてパワーポイントで流します。お名前・所属・ご専門・ポスター発表者はその概要などを
含め、A4 横（ランドスケープ）1 頁の pdf ファイル（ファイル名「自己 PR◯◯◯◯」
（◯
部分はご氏名）
）を、メールタイトル「自己 PR◯◯◯◯」として、添付で、7 月 14 日（金）
必着で事務局宛にお送りください。なお、スライド以外に、小物などをご使用いただくのは
自由ですが、ご自身でご用意いただくとともに、持ち時間内で終了してください。
ポスター発表：
大学院生・ポスドクなど若い研究者のプレゼンテーション能力を養うとともに，参加者間
の交流を深める目的で，ポスター発表およびポスターイブニングセッション（7 月 28 日夕）
を企画致しましたので，積極的にお申し込み下さい．ポスター優秀発表者に賞を設けます．
発表を希望される方は下記の要領でお申し込み下さい．なお，会場スペースの都合上，展示
可能なポスター数には限りがあります．展示可能なポスター数を超える申し込みがあった場
合，期限前に受付を終了させていただくこともありますのでご了承ください．
○申し込み・要旨作成上のご注意
発表要旨集は当日配布致します．MS-WORD（.doc）
（ファイル名「ポスター要旨◯◯◯
◯」
（◯部分はご氏名）
）で、タイトル，発表者，所属，要旨（600 字程度，英文の場合は
160 語程度）にまとめ，メールタイトル「ポスター要旨◯◯◯◯」
（◯部分はご氏名）の

添付で、7 月 14 日（金）必着で事務局宛にお送りください。
○ポスター作成方法
ポスターは A0 サイズ（840×1188mm，縦長）1 枚でご用意下さい．当日｢ポスター番
号｣を表示しますので，ポスター左上部に 100×100mm のスペースをあけた形で，タイト
ル・発表者・所属を上部に表示して下さい．会場には画鋲などを準備致します．ポスター
は、7 月 27 日 17:30～7 月 29 日 10:00 の間掲示、7 月 28 日 16:00〜18:00 に各ポスタ
ーの前で説明・ディスカッションをしていただく予定です．また、同日、19:30〜21:30 に
は、ポスター会場でイブニングセッションを行います。
参加申込み：
先着 100 名までとさせていただきます．申し込みは E-mail により行い，お名前，性別，
ご所属（職・学年を含む）
，ご住所を明記したメールを事務局までお送りください．締め切
りは，平成 29 年 7 月 14 日（金）です．なお、同日までに、参加者のお名前で、郵便振替
口座：10170—99095661 あるいは、ゆうちょ銀行：〇一八（ゼロイチハチ）支店 普通
9909566、いずれも口座名称：植物感染生理談話会 宛、 29,000 円をご送金下さい（振込
手数料はご負担ください）
．
内訳：
参加費 6,000 円
宿泊費（2 泊分）13,000 円
懇親会（1 日目の夕食を兼ねる）費 5,000 円
食事費（2 日目の朝食、昼食、夕食、3 日目の朝食）5,000 円
参加費をお振込いただいいた方には講演要旨集 1 部（無償）で 7 月中旬頃にお届けする予
定です．追加講演要旨集をご希望の方は、当日以降 1 部 3,000 円でお分けいたします．
部屋数借り上げ会議・研修特別パック利用のため、相部屋（4～5 名）で、全員宿泊，懇親
会も全員参加とさせていただきます．1 泊分の設定、食事なしなどの対応はできません。
また、部屋割りは事務局に一任いただきます．
交通機関（ご参考）
：
〈ゆき〉
東京駅から
11:00 発 スーパービューおどりこ 5 号 伊豆熱川駅着 13:05
または、11:26 発 新幹線こだま 651 号で、熱海駅で上記列車に乗り継げます。
品川駅から（羽田空港 10:00 頃までの到着便で間に合います）
11:08 発 スーパービューおどりこ 5 号 伊豆熱川駅着 13:05
または、11:34 発 新幹線こだま 651 号で、熱海駅で上記列車に乗り継げます。
熱海駅から
12:19 発 スーパービューおどりこ 5 号 伊豆熱川駅着 13:05
＊伊豆熱川駅 13:10 頃発で送迎バスをご用意いたします（予定）が、乗り切れない場合があ

ります
〈かえり〉
伊豆熱川駅 1237 発 おどりこ 106 号で、熱海駅 13:29、品川駅 15:42、東京駅 15:49 着
＊熱川ハイツ 12:20 頃発で送迎バスをご用意いたします（予定）が、乗り切れない場合があ
ります
〈車〉
駐車場（無料）完備
東名沼津インターから 1 時間 40 分程度、小田原出口から 1 時間 30 分程度。
事務局
東京農工大学農学部植物病理学研究室（担当、小松 健・有江 力）
183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8 電話・FAX 042-367-5691
フラッシュ自己 PR およびポスター要旨受付
psjkanto@cc.tuat.ac.jp

