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	 日本作物学会東北支部第６０回総会、講演会および現地研修を下記のとおり開催します。	 

	 会員各位の多数の参加をお待ちしております。	 

	 

１．会場	 

    福島県農業総合センター	 
    （福島県郡山市日和田町高倉字下中道１１６番地）	 

	 

（交通）	 

      ○福島駅から	 →ＪＲ東北本線上り「五百川駅」下車	 徒歩３０分	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 タクシー５分	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	   →ＪＲ東北本線上り「本宮駅」下車	 タクシー１０分	 
      ○郡山駅から	 →ＪＲ東北本線下り「五百川駅」下車	 徒歩３０分	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 タクシー５分	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 →ＪＲ東北本線上り「日和田駅」下車	 タクシー１０分	 

        	 	 	 	 	 	 →タクシーで約２０分	 
	 

※「五百川駅」は無人駅でタクシーも常駐していない場合が多いのでご注意ください。 
※車でお越しの場合は、本宮 ICで降り約７分で会場に着きます。	 
※タクシー	 増子タクシー	 0120-551-616	 

中央タクシー	 0120-553-303	 

	 

２．期日及び日程	 

  平成２９年８月２３日（水）	 
            評議員会	 	 	 	 ９：００～１０：４５	 
            一般講演会	 	 １１：００～１２：００、１３：００～１４：１５	 
            記念講演会	 	 １４：３０～１６：００	 
            総会	 	 	 	 	 １６：００～１７：００	 
            情報交換会	 	 １８：３０～２０：３０	 
	 （注）・一般講演の開始、終了時刻は発表課題数によって変更される場合があります。 
        ・情報交換会は郡山駅前周辺で行いたいと思います。会場は後日お知らせします。	 
	 

  平成２９年８月２４日（木）	 
                            ８：３０	 郡山駅	 集合・出発	 
                          １０：００	 飯舘村（営農再開状況）	 	 
                          １１：００  南相馬市（水稲の大区画ほ場）	 
                          １２：００	 昼食	 
                          １３：３０	 松川浦（津波被害）	 
                          １５：３０	 福島駅解散	 



３．一般講演の申し込み	 

・題名、発表者、所属及び E-mail アドレスを記し、７月７日（金）までに E-mail 等で運

営委員会事務局宛に申し込みください。講演申し込み受理の確認は、E-mail で通知しま	 

すので、郵便、Fax で申し込む場合にも必ず E-mail アドレスをお知らせください。	 

・発表が連名の場合は、講演者の左肩に○印を付けてください。	 

・１課題の発表時間は、１２分、質疑３分、計１５分を予定しています。	 

・講演資料は、後日通知の講演番号を付し、Ａ４版で８０部を８月１０日（木）までに運

営委員会事務局宛にお送りください。	 

・講演にはパソコンによるプロジェクターが利用できます。スライド及び OHP は使用でき

ません。パソコン利用の方は、CD に発表用ファイルを Windows 版 Power	 Point で保存し、	 

郵送により８月１０日（木）までに、運営委員会事務局宛にお送りください。これ以外の

ソフトを利用する場合は、各自でパソコンを持ち込み、プロジェクターに接続願います。	 

	 

４．参加費（当日会場で受領します）	 

  	 情報交換会	 	 	 ５，０００円程度	 
  	 現地研修	 	 	 	 ２，０００円程度（バス代、昼食代等を含む）	 
	 

５．評議員会	 

  	 日時：平成２９年８月２３日（水）９：００～１０：４５	 
  	 場所：福島県農業総合センター	 研究棟３階ゼミ室	 
  	 出欠報告：評議員会への出欠は、７月７日（金）までに、運営委員会事務局にご連絡	 
	 	 	 	 	 下さい。	 

	 

６．申込み・送付期限	 

  	 一般講演、情報交換会、現地研修会参加申込み	 	 	 	 ７月７日（金）	 
  	 講演会資料（８０部）、発表用ファイル(CD)          ８月１０日（木）	 
  	 評議員会出欠報告	                                 ７月７日（金）	 
	 

７．支部賞推薦について	 

支部功労賞、支部学術賞、支部奨励賞の推薦をお願いします。推薦書は、支部会事務局

（秋田県立大学）宛に７月１４日（金）までお送り下さい。表彰規定及び推薦書式は東北

支部会報に掲載されております。	 

	 

８．支部推薦論文について	 

過去３年以内の東北支部会報論文の中から、日作紀に支部推薦論文として掲載したい	 

ものを、東北支部地域編集委員へ推薦願います（受付随時）。	 

	 

９．その他	 

構内には売店がありますが、お弁当、パン等の数に限りがあります。また、周辺にはコ

ンビニや ATM はございません。８月２３日の昼食はお弁当を注文しますので、８月３日（木）

までに運営委員会事務局までご連絡下さい。	 

	 

第６０回講演会	 運営委員会事務局	 

   住所：〒963-0531	 福島県郡山市日和田町高倉字下中道 116	 	 
	 	 担当：福島県農業総合センター作物園芸部	 稲作科	 吉田直史	 

	 	 	 TEL：024-958-1722、FAX：024-958-1728	 

	 	 	 E-mail：yoshida_naofumi_01@pref.fukushima.lg.jp	 


