
第 49 回根研究集会のお知らせ 
49th Biannual Meeting of JSRR 

 

第49回根研究集会を2018年10月27日（土）～28日（日）に，森林総合研究所・東北支所（岩手県盛

岡市）を会場にして開催します．「根研究学会」の会員以外の方も発表・聴講可能です．なお，一般発表

に加えて学会賞受賞講演と特別講演も予定しています．今回は会場が狭いのですが，和気あいあいとざ

っくばらんな議論のできる集会にしたいと考えています．10月下旬の盛岡は季節も良く，おいしいお酒

や食べ物も楽しめるかと思います．皆さまお誘い合わせの上，ご参加ください．お待ちしております． 

＜日 時＞ 2018年10月27日（土）13:00 〜 10月28日（日）12:00 
October 27th, 2018 (Sat) 13:00 〜 October 28th, 2018 (Sun.) 12:00 

 
＜会 場＞ 森林総合研究所東北支所，大会議室および展示室（ポスター会場） 

〒020-0123岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷 92-25 
Tohoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute, 92-25 Nabeyashiki, 
Shimokuriyagawa, Morioka 020-0123, Japan 
交通アクセスと案内図 Access 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/thk/access/index.html 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/thk/en/access/index.html 
 

＜プログラム概要（予定）＞  Program (tentative) 
      10月27日（土） 

11:40-13:00 受付 Registration ポスター掲示 Posters display 
 13:00-13:10 開会の挨拶 Opening remarks 
 13:10-14:10 口頭発表1 Oral session 1 
 14:10-15:10 ポスター発表 Poster session 

15:10-15:50 特別講演 Special lecture 
15:50-16:00 授賞式  Award ceremony 
16:00-17:00 授賞講演 Award lecture 

 19:00-21:00 懇親会（会場未定）Banquet 
     10月28日（土） 
       9:30-10:30 口頭発表2 Oral session 2 
      10:30-10:40 休憩 Break 
            10:40-11:40 口頭発表3 Oral session 3 
 11:40-11:50 写真撮影 
 

【詳細は，根研究学会HP（ http://www.jsrr.jp ）に掲載します】 
Updated information will appear in http://www.jsrr.jp 

 
＜参加費＞  Registration fee (Tentative, to be paid on site) 
会員（Members）¥ 2,500 非会員（Non-members）¥ 3,500（予定・当日お支払い下さい） 
学生の会員は参加費無料ですが，集会受付で学生証の提示をお願いいたします． 
 



＜懇親会費＞ Banquet fee 
¥5,000（予定 tentative），¥3,000（学生 Students, 予定 tentative） 

 
＜参加・研究発表の申し込み＞  Registration 
参加・研究発表のお申し込みは下記の「第 49回根研究集会 参加申込書」に必要事項を記入し，電子メ

ール (kyotaro@affrc.go.jp) またはFax (019-641-6747) にてお送り下さい． 
お申し込み後，3日以内に確認の返信が届かない場合はお問い合わせください． 
Please write in the registration form and send it to either kyotaro@affrc.go.jp or Fax019-641-6747. 
＊ 発表申込の締め切り（仮タイトルの申請）：2018年 10月 5日（金）  
  Pre-registration for presentation: by October 5th (Fri), 2018. 

研究発表は口頭発表およびポスター発表形式です．いずれかをお選びください． 
プログラム編成の都合により発表形式がご希望にそえない場合もあることをご了承ください． 
本タイトルは講演要旨に書かれたものとします（10月11日（木）要旨提出締め切り）． 
Choose oral or poster presentation. Local organizing committee may request the presenter for changing the type 
of presentation. 

＊ 参加申込の締め切り（発表なしの人） Registration (without presentation) 
飛び入り参加も可能ですが，懇親会手配の都合があるので，できれば10月18日（木）までに，上

述の「参加申込書」をお送り下さい. 
It is recommended to submit the registration form by October 18th (Thu.), 2018. 

 
＜発表形式＞  Type of presentation 
 口頭発表（発表12分＋質疑3分，予定）または ポスター発表 から選択 

発表申込みの数によっては，発表形式がご希望にそえない場合があることをご了承ください． 
Oral presentation (12 min + 3 min discussion) or Poster presentation 
We may ask you to change the type of presentation according to the number of registrations.  

 
＜講演要旨の提出＞ Abstract submission 
＊ 講演要旨提出の締め切り：2018年 10月 11日（木）  Submit by October 11th (Thu.), 2018 

MS-Word で作成した講演要旨原稿を電子メールの添付ファイルで送ってください．メールの表題は

「要旨原稿」としてください． 電子メール送り先：kyotaro@affrc.go.jp 
Send the abstract as MS-Word file to kyotaro@affrc.go.jp 

 
＜講演要旨の書き方＞ （Ａ４半ページ） Style of abstract  
＊根研究学会ホームページから要旨様式をダウンロードできます（http://www.jsrr.jp/abstract_form.doc）． 
１．A4版１ページに，上3.5 cm 下16.0 cm 左右2.5 cmずつの余白を取る．（A4半ページになる） 

One page of A4 size paper with margins (top: 3.5 cm, bottom: 16.0 cm, right and left 2.5 cm for each).  The 
printing area is around half of A4 size paper. 

２．冒頭にタイトル・講演者名・所属・連絡先（電子メールアドレス）を記載した後，１行あけて本文を

書く．講演番号（A1など）は実行委員会の方で挿入するので原稿には不要． 
Type the title, author(s), affiliation, email address and then abstract sentences. 

３．タイトル：ゴシック系あるいは明朝系の太字・10ポイント・センタリング（中央寄せ）． 
 Use 10-point Gothic (Helvetica, Arial) or Bold Times font with centering for the title. 
４．講演者名・所属・連絡先：明朝系・10ポイント・センタリング．連絡先（電子メールアドレス）は



括弧に入れる． 
  Use 10-point Times font (e.g., MS Times New Roman) 10point, centering for the name(s) of author(s), affiliation 

and corresponding email. 
５．本文：明朝系・9ポイントを目安にする．  

Insert a break line under the affiliation, and then type the abstract sentences with 9-point Times font. 
 
＜交通＞ Transportation 
【JR 盛岡駅まで】 
 JR：東北新幹線にて盛岡駅に下車 
【JR盛岡駅から会場まで】 
・バス：JR盛岡駅東口より約30分（「森林総合研究所」下車），下車後徒歩約 5分 

盛岡駅からのバスの詳細はウェブサイトを参照下さい． 
https://www.ffpri.affrc.go.jp/thk/access/index.html 
http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/archives/10447/ 
http://www.iwatekenkotsu.co.jp/ 

盛岡駅―森林総合研究所間は岩手県交通と岩手県北バスの両者が利用可能ですが、バスカードを利用

する場合、バス会社により別々で相互利用ができないのでお気を付けください。（※Suicaなどの交通 IC
カードは使えません） 
 

＜宿泊＞ Accommodation 
 斡旋しませんので各自お申し込み下さい．JR盛岡駅周辺にホテルがあります．なお季節的に良い時期の

ため，お早めの予約をお勧めします． 
 Please reserve hotel rooms by yourself.  
 
＜参加・発表申込，講演要旨提出，問い合せ先＞ Contact 
第49回根研究集会実行委員会 Local organizing committee 
野口享太郎（国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所） 
山本岳彦（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター畑作園芸研究領

域） 
馬場隆士（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門リンゴ研究領域） 
 松波麻耶（岩手大学農学部植物生命科学科 作物学分野） 

 
※問い合わせ先（Contact） 
野口享太郎（国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所）〒020-0123 岩手県盛

岡市下厨川字鍋屋敷92-25 
 Kyotaro NOGUCHI (Tohoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute) 
 E-mail：kyotaro@affrc.go.jp  TEL：019-648-3944 FAX：019-641-6747 
 
  





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
第 49 回根研究集会 参加申込書 

Registration form for 49th JSRR Bi-annual Meeting 
締切 発表者：10月 5日，参加のみ：10月 18日 

（発表の要旨は別途 10月11日まで） 
1. 氏名 Name 
 
2. 連絡先 Address 
 住所・機関名：Affiliation 
 Tel： 
 Fax： 
 E-mail： 
  （E-mailアドレスは正確かつ読みやすくご記入下さい） 
3. 発表の有無： 
 Presentation  Yes or No： 
 
4. 発表「有」の場合 in the case you will have presentation 
 表 題 title： 
 著者名 name(s)： 
 発表形式 style：口頭発表・ポスター発表（いずれかを選んで下さい） 

    Oral  /  Poster  (select one) 
根研究学会優秀発表賞へのエントリー 
Entry for The JSRR Excellent Presentation Award： Yes or No 
口頭発表を希望される場合 
口頭発表の講演数には制限があるため，申込多数の場合はポスター発表への変更をお願いす

ることがありますが，変更は可能でしょうか： 可・不可 （いずれかを選んで下さい） 
 
5. 懇親会参加の有無： 
 Banquet Yes or No： 
 
6. 会員の確認（Membership）： 
 一般会員（General members），学生会員（Student members），非会員（Non-members） 
 
 
【申し込み先】Send to  
 第49回根研究集会実行委員 野口享太郎（森林総合研究所東北支所） 
 Kyotaro NOGUCHI,  

Tohoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute 
 E-mail: kyotaro@affrc.go.jp  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
申し込み後，3日以内に確認の連絡が届かない場合は，実行委員（野口）までお問い合わせ下さい． 
If you have no response from the organizing committee in three days after your registration, please contact to 
kyotaro@affrc.go.jp 


