
 

再	 告	 

日	 本	 雑	 草	 学	 会	 第	 56	 回	 大	 会	 

（講演会・ポスター発表・総会等）	 

	 

日本雑草学会第 56 回大会運営委員会	 

	 

日本雑草学会第 56回大会を以下の要領で開催いたします。多数の方々のご参加をお待ちしてお
ります。詳細につきましては下記および日本雑草学会ウェブサイト（http://wssj.jp/conference/）
をご参照下さい。	 

 
１．期日	 

平成 29年 4月 14日（金）評議員会，若手の会 
	 	 	 	 	 4月 15日（土）一般講演・ポスター発表，ミニシンポ，ランチョンセミナー， 

総会，学会賞受賞者講演，懇親会 
	 	 	 	 	 4月 16日（日）一般講演・ポスター発表，ミニシンポ，  
 
２．会場（周辺地図および交通手段等の情報は学会ウェブサイトに掲載します）	 

4月 14日（金） 
	 評議員会：ホテルメリージュ 3階	 飛翔の間 
	 	 	 	 	 	 （〒880-0805	 宮崎県宮崎市橘通東 3-1-11	 電話：0985-26-6666 
	 	 	 	 	 	 	 http://www.merieges.co.jp/	 JR宮崎駅より徒歩約 10分） 
	 若手の会：ホテルメリージュ 
	 	 	 	 	 	 （住所等	 同上） 
 
4月 15日（土）～16日（日） 
	 一般講演・ポスター発表，ミニシンポ，総会等，懇親会： 
	 	 フェニックス・シーガイア・リゾート	 シーガイアコンベンションセンター 
	 	 	 	 （〒880-8545	 宮崎県宮崎市山崎町浜山	 電話：0985-21-1111（代表） 
	 	 	 	 	 http://mice.seagaia.co.jp/	 JR宮崎駅よりバス約 25分） 
	 	 	 	 （会場案内・地図は本会告の最終ページをご覧下さい） 
 
３．大会運営委員会	 

	 	 	 大会運営委員長	 西脇 亜也（宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター） 
	 	 	 大会幹事	 	 	 	 松尾 光弘（宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター） 
	 	 	 本部：〒889-2192	 宮崎県宮崎市学園木花台西 1-1 
	 	 	 	 	 	 宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター・木花フィールド 

	 	 	  
○大会に関する問い合わせ先： 
大会幹事	 松尾	 光弘（宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター） 



 

E-mail：conf2017@wssj.jp，電話&Fax：0985-58-7579 
 
４．一般講演・ポスター申し込み	 

○大会参加申し込み：一般講演およびポスター発表希望者は，参加申し込みフォーム

（https://ssl.wssj.jp/FormMail/Annual_Meeting/registration/mpmailec/form.cgi）により，平
成 29年 1月 30日（月）までにお申し込み下さい。 

○講演要旨登録：講演要旨（A4・1 枚）は，平成 29 年 2 月 13 日（月）までに提出して下さい。
講演要旨の作成方法は，「講演要旨作成・提出要領」（平成 28年 12月にウェブサイト等に掲載
する予定）を参照下さい。なお，一度提出した講演要旨の差し替えはできません。筆頭者（連

名の場合，一番最初の人）は正会員（学生会員を含む）および日本農薬学会会員、植物科学調

節学会会員に限ります。 
○発表題数：一般講演とポスター発表を合わせて，発表者 1人 3題までとします（ポスターは原
則発表者 1人 1題）。一般講演あるいはポスター発表を申し込まれた場合であっても，会場の都
合によりいずれかに変更して頂くことがありますので，申し込み時に優先順位を記入して下さ

い。プログラムは，3月上旬までに編成予定です。  
 
５．一般講演	 

○一般講演の時間は，講演 12分，質問・討議 3分とします。発表機材は PCプロジェクターとし
ます。発表時は，各自で操作して下さい。また，発表に際しては，「PC プロジェクター発表に
関する注意事項」（平成 28年 12月にウェブサイト等に掲載予定）を事前に熟読下さい。  

○発表ファイルは，コンピュータウイルス等のセキュリティー対策のため，ウェブサイトでの事

前アップロードを予定しています。事前アップロードの受付期限は，平成 29年 4月 12日（水）
です。なお，発表ファイルの提出後は，ファイルの差し替えはできません。 

 
６．ポスター発表	 

1 題当たりの説明時間は約 1 時間とします。ポスターの作成方法は，「ポスター作成要領」	 	 	 
（平成 28年 12月にウェブサイト等に掲載する予定）を参照下さい。 
 

７．ミニシンポジウム	 

○ミニシンポジウムは，雑草学にとって重要と考えられる話題について 1 時間 30 分の枠内で発
表・討議していただくもので，正会員（学生会員を含む）に自主的にオーガナイザーとなって

企画・応募していただきます。講演者は学会員に限りませんが，オーガナイザーが責任をもっ

て講演の承諾を得てください。講演者に対する交通費等を学会で負担することはありません。  
○ 開 催 を 希 望 さ れ る 方 は ， ミ ニ シ ン ポ ジ ウ ム 受 付 フ ォ ー ム

（https://ssl.wssj.jp/FormMail/Annual_Meeting/Mini_Symposium/mpmailec/form.cgi）にオ
ーガナイザー，テーマおよび概要（100～200 字程度）を記入し，平成 29 年 1 月 23 日（月）
までにお申し込み下さい。ミニシンポジウムの開催数は，大会プログラムの構成上，最多で 4
件を予定しています。申し込み数がこれを上回った場合は運営委員会で採否を決定し，オーガ

ナイザーに連絡いたします。  



 

○採用が決まったミニシンポのオーガナイザーは，ミニシンポの目的，2 ページ以内の要旨（ミ
ニシンポあたり）を提出して下さい。様式はウェブサイトを参照して下さい。要旨提出締め切

り日は，一般講演・ポスターと同じ，平成 29年 2月 13日（月）とします。 
 
８．ランチョンセミナー	 

○4 月 15 日（土）昼休み	 

農薬工業会主催で，「食料生産の重要性と農薬の役割」と題したセミナーを開催します。上

限 100 名分の弁当とお茶をご用意します。参加を希望される方は，当日お申し込み下さい。	 

	 

９．講演およびポスターのデジカメ，ビデオ，携帯電話等による撮影の禁止	 	 

ミニシンポを含め，講演やポスターの内容をデジカメ，ビデオ，携帯電話等で撮影することを

禁止します（ポスター発表会場では現場で発表者に直接許可を得た場合に限り撮影できます）。  
 
１０．ベスト講演賞・ベストポスター賞   

40歳以下（平成 29年 3月末時点）の発表者を対象とし，優秀な講演およびポスターを数件選
考し，表彰状を授与します。実施要領は，学会ウェブサイトをご覧下さい。  
 
１１．大会参加申し込み   
大 会 に 参 加 さ れ る 方 は ， 参 加 申 し 込 み フ ォ ー ム

（https://ssl.wssj.jp/FormMail/Annual_Meeting/registration/mpmailec/form.cgi）により，平成
29年 3月 6日（月）までにお申し込み下さい。なお，申し込み時に発行される大会参加受付シリ
アル番号を，参加費等郵便払込票に記入していただきます。  

 
１２．参加費  
講演会参加費：会員 2,000円，非会員 4,000円，学生（会員・非会員とも）1,000円 
講演要旨費：会員・非会員 2,000円，学生（会員・非会員とも）1,000円 
懇親会費：6,000円（前納），7,000円（当日），学生 2,000円（前納），3,000円（当日）  
なお，日本農薬学会会員，植物化学調節学会会員は会員と同額となります。 
 

１３．参加費等払込み   
当日の受付の混雑を避けるため，講演会参加費，講演要旨費，懇親会費はできるだけ郵便振替

で平成 29年 3月 6日（月）までに前納下さい。3月 6日（月）を過ぎての振り込みはなさらない
で下さい。3月 6日（月）を過ぎた場合は，当日受付でお支払いください。 郵便振替には，雑草
研究 61巻 4号に綴じ込まれる「払込み用紙」を利用して下さい。 
前記のとおり，申し込み時に発行される参加申し込み受付番号を，「払込み用紙」に記入してい

ただきます。 
なお，講演会，懇親会等に参加されなかった場合も，前納いただいた参加費等は返金しません。 
振替口座番号：01710-8-145112「日本雑草学会第 56回大会運営委員会」  

 



 

１４．交通・宿泊案内等   
会場へのアクセスは，次ページおよび学会ウェブサイトをご覧下さい。  
宿泊施設の斡旋は致しません。早めの予約をお勧め致します。 
なお，フェニックス・シーガイア・リゾートより，学会参加者に限って宿泊用の部屋を確保い

ただいております。申し込み方法などは，ウェブサイトに掲載する予定です。 
 

１５．託児所   
会期中（4月 15日～16日），託児室（要予約）を設けます。申し込みされる方は，大会幹事	 （松

尾；E-mail: conf2017@wssj.jp，電話：0985-58-7579）に，平成 29 年 3 月 6 日（月） までに
ご連絡下さい。開設時間等の詳細は，「託児室の案内」（平成 28 年 12 月にウェブサイト等に掲
載予定）をご覧下さい。  

 
 

１６．展示・書籍販売   
企業展示・書籍販売コーナーを設ける予定です（無料）。希望される方は，大会幹事に平成 29

年 3月 6日（月）までにご連絡下さい。なお，展示等の内容によっては展示等をお断りする場合
があります。展示場所等の詳細は，「企業展示の募集について」（平成 28年 12月にウェブサイト
等に掲載予定）をご覧下さい。  

 
１７．大会に関する最新情報	 	 

大会に関する最新情報を学会ウェブサイト（http://wssj.jp/conference/）に随時掲載します。必
ず確認して下さい。  

 
１８．必要な手続き（申し込み種類別）一覧表	 

	 



 

 
会場（一般講演・ポスター発表・総会等）案内・地図	 

	 

１.	 会場住所等	 

〒880-8545	 宮崎県宮崎市山崎町浜山	 電話：0985-21-1111（代表） 
フェニックス・シーガイア・リゾート	 シーガイアコンベンションセンター	 

（http://mice.seagaia.co.jp/）	 
	 

２．会場までの主な交通手段	 

会場は宮崎市の北東に位置します。下の地図を参照下さい。	 

◆JR 宮崎駅より：バスで約 25 分，タクシーで約 15 分	 

◆宮崎空港より：バスで約 30 分（時間にご注意下さい），タクシーで約 25 分	 

	 	 	 	 	 	 	 	 電車利用で宮崎空港駅より宮崎駅経由（約 10 分）	 

◆高速道路（宮崎 IC）より：一ツ葉有料道路利用で約 25 分	 

	 

※講演会両日の朝および 1 日目（4 月 15 日）の夕刻に，宮崎駅～講演会場間で学会参加者用専

用バスを運行する予定としています。（平成 28年 12月にウェブサイト等に掲載予定）	 
 

３．会場案内図  
	 	 	 	 	 ＜会場までのアクセス＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


