


報農後援会の会員として思う 

 

農業生物資源研究所 野 田 博 明 

 報農後援会のメンバーとして、報農会の活動をお手伝いさせて頂いて、はや17年になろう

か。当初は、あまり状況もわからなかったけれど、時々つくばから東京へ出かけて、打ち合

わせをしたり、シンポジウムのお手伝いをしたりしてきた。十分なこともできていないが、

いつの間にか後援会の役員にもしていただいた。そもそも、報農会とは細く長いお付き合い

であるような気がする。 

 遡ること40年、大学院修士課程のことであった。当時、同級生の人たちは育英会から奨学

金を頂いている人が多かったが、私は奨学金をもらっていなかった。返済が必要な奨学金は

できる限り避けたかったという理由もあるが、自宅から大学に通っており、アルバイトをす

れば何とかお小遣いに困ることもなく、生活できたことが大きな理由であったように思う。

指導教授は、私が奨学金をもらっていないので、不憫におもったのか、修士課程の2年生に

なるころに、報農会というところに育英資金の申請をお願いしてみようかという話を下さっ

た。ありがたい話なので、お願いしたら、毎月1万円を一年間無償支給するというご連絡を

いただいた。当時の私にとっては、とてもありがたい話であった。結局、修士課程の2年生

の一年間だけ、毎月名古屋市内の街中にある銀行に育英資金を受け取りにいった。その銀行

に中学時代の同級生が勤めていて、一緒にお茶を飲んだような懐かしい思い出もある。一年

後に、報農後援会に入りますかという問い合わせがあったように記憶しており、入りますと

返事したような気がする。一度だけ、指導教授に言われて、東京へ出た折りに、報農会に出

向いて、育英資金を頂いたお礼を申し上げた記憶がある。その後、博士課程を修了し、島根

県に10年近くお世話になった。その間報農会について思い出すことは希であった。 
 つくばの研究所に勤めるようになってしばらくしたころ、先輩から報農後援会の会員にな

っているようだが、報農会の活動を手伝ってみてくれないかという話を受けた。何もわから

ずお手伝いすることになったが、以来、故佐藤仁彦さん、故河野義明さんをはじめ、多くの

方々とお付き合いさせていただくこととなった。時々冗談で、「学生時代の義理は十分返し

たかもね。」と言ってみたりするが、それよりも、本来の仕事とはちょっと違ったお付き合

いを通じて、大きなものを頂いているような気がする。 



第 46 回国際無脊椎動物病理学会報告 
 

東京農工大学大学院農学府応用遺伝生態学研究室 新井 詠子 
 第 46 回国際無脊椎動物病理学会が、2013 年８月 11 日から 15 日にアメリカ

のペンシルベニア州ピッツバーグで行われました。海外での学会でしたが、国

際学会渡航旅費のご援助をいただいたことで安心して準備を整え、参加するこ

とができました。世界各国から大勢の研究者が一同に集まり、交流できたこと

は大変貴重な体験となりました。これまでに論文でしか見たことのなかった、

あるいはメールでしかやり取りできなかった研究者の方々の講演を間近で聴き、

顔を合わせて議論したことで、今後の研究の新しい道が開け、また論文の投稿

という目標の実現に一歩近づくことができました。また自分の専門分野に関わ

らず様々な最新の研究成果を知ることは、大いに刺激になりました。以下に、

本学会で学んだこと、体験したことについてご報告をさせていただきます。 
 本学会が行われたピッツバーグは、二本の川が合流している特徴的な地形を

しており、夏でも涼しく湿度も高くないため、過ごしやすい魅力的な都市です。

また、野球場やアメリカンフットボール球場などスポーツでも有名で、活気あ

る街であったことが印象的でした。この地で行われた今年の学会では、昆虫病

原微生物である糸状菌、微胞子虫、線虫、ウイルス、有益生物の病気、細菌と

微生物防除の７分野に分かれており、それぞれ口頭発表、ポスター発表や討議

などが行われました。私は現在の研究分野であるウイルスの分野に主に参加し、

世界各国の研究者の発表を傾聴しました。発表はすべて英語で行われたため、

普段聞き慣れないネイティブの英語には苦戦しましたが、わかりやすい発表ス

ライドや、抑揚のある話し方が大変すばらしく、夢中で聞き入っていました。 
 ウイルス分野における今年の重要なトピックの一つとして、次世代シーケン

サーを用いた研究に焦点があてられており、この手法を用いた解析が昆虫にお

ける新規ウイルスの発見に貢献したという報告などがありました。その他、昆

虫ウイルスの全ゲノム解析やウイルスの多様性の検出などに有用であるとの報

告もありました。私自身も以前にこの技術を利用したウイルスゲノムの解析に

携わったことがあり、非常に興味深く拝聴させていただきました。これまでの

シーケンス解析は長い時間を要するなどといったことが難点とされてきました

が、次世代シーケンサーの開発とその利用の普及が、この分野の可能性を大き

く広げていくのではないかと感じました。 
 また、本学会では連日様々なイベントが組まれており、研究者同士のコミュ

ニケーションを図る機会が多くあります。学会３日目には美術館を見学し、芸

術にも触れる時間がありました。さらに午後には、５km のマラソン大会が開催

され、各国の研究者と一緒に汗を流しました。マラソン中は参加者同士でお互

いを励まし合い、時には研究の話も交えながら終始楽しく走りきることができ

ました。その日の夕食では、船上でバーベキューを楽しみました。船上から見

える夜景はとても綺麗で、日本では見られない光景に感動しました。学会４日

目には、学生向けのワークショップが開かれ、学会役員の先生方が参加学生に

向けて講義をしてくださいました。今年は、良いポスターの書き方についてレ

クチャーしていただきました。学会では口頭発表だけでなく、ポスターで参加



することも多くあります。ポスターは一枚の大きな紙に、詳細かつ簡潔に研究

をまとめなくてはなりません。読みやすいポスターを作成するには、読み手の

立場に立ち、配置や字数など細かいところまで気を配ることが大切であると知

りました。また、絵や図、写真など、一目で理解できるポスターが人の興味を

引きつけることも今回のワークショップで学びました。 
今回のポスター発表には、当研究室からも私を含め 3 人の学生が参加しまし

た。英語で自分の研究を説明し、また相手の疑問を正しく理解しそれに答える

ということは大変難しく、終始緊張しながらの発表となりました。しかし同時

に、この無脊椎動物病理学会がいかに有意義なものであるかを感じられる時間

でもありました。本学会には前述の通り様々な分野を専門とする研究者の方々

が参加されていました。同じようにウイルスを専門とする研究者の方からアド

バイスをいただくこともあれば、私のウイルス研究の中で用いられていた寄生

蜂に着目し、寄生蜂についての知識を多く持つ方から貴重なご指摘をいただく

こともありました。また一口にウイルス研究者と言っても、一人ひとりが異な

る視点や得意とする手法を持っていらしたのが印象的で、御意見をうかがうこ

とで自身の研究の幅が大きく広がったように感じました。ポスター発表の場で

話しきれなかったことについて、ロビーや食事の場でお話しする機会をいただ

くこともできました。今回は宿泊するホテルが会場となっていたこともあり、

定められた発表時間外でも研究者の方々と交流する機会が多かったように思い

ます。 
 今回の学会参加は今後の研究への励みになりました。このような機会を与え

ていただけたことに、重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。 
 
←船上で研究者の方々と 
 
 
 
 
 
 
 
↓受賞した関口さんを囲んで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 14 回無脊椎動物音響振動国際会議に参加して 

 

森林総合研究所 森林昆虫研究領域 高梨琢磨 

 

 第 14 回無脊椎動物音響振動国際会議（XIV International Conference on Invertebrate 
Sound and Vibration）が、平成２５年７月２３日～２６日の４日間、イギリスのグラスゴ

ーにある Centre for Ultrasonic Engineering, University of Strathclyde にて開催された。

欧米を中心に各国から約 80 名の研究者・学生が集まり、昆虫の生物音響学について活発な

議論がおこなわれた。本会議は欧米各国持ち回りで隔年にて開催されているが、工学系の

大学で開催されたのは今回初めてであった。私は、公益財団法人報農会の援助を受けて本

会議に参加させて頂きました。心より感謝致しますとともに、会議の概要を報告いたしま

す。 
本会議では、招待講

演 5 件、口頭発表 42
件、ポスター発表 33
件がおこなわれた。ス

コットランドというこ

とで、ポスターセッシ

ョンではスコッチウィ

スキーのテイスティン

グもおこなわれた。 招
待講演において、イギ

リスの Daniel Robert
博士(University of Bristol)はキリギリスの聴覚系が哺乳類のそれと収れん進化していると

いう Science 誌に発表された最新知見について講演をおこなった。この講演のように、鼓膜

器官やジョンストン器官などの受容器の構造をマイクロ CT や有限要素法によるシミュレ

ーションによって解析する一般講演が幾つか見られた。また、オーストリアの Friedrich 
Barth 博士(University of Vienna)は、自身のライフワークである、クモがエサとなる昆虫

を感知する際に利用する鋭敏な気流受容器と捕食行動についての講演をおこなった。また、

カナダの Andrew Mason 博士(University of Toronto)はクモが交尾行動に用いる振動や視

覚の多種感覚情報について、同じくカナダの Jayne Yack 博士(Carleton University)は、近

年明らかになったばかりである、ガの幼虫の複数種における振動交信についての講演をお

こなった。フランスの Michael Greenfield 博士(University of Tours)は、コハチノスツヅリ

ガ成虫の超音波による交信と、コウモリによる捕食回避との関係性ついての講演をおこな

った。この他、環境中の人工ノイズ（例：水中の船のエンジンによる騒音）が生物に与え



る影響という新しいトピックスの一般講演もあった。このように本会議では、研究材料と

なる生物種（ショウジョウバエ、コオロギ、バッタ、セミ、カメムシ、キジラミ、キクイ

ムシ、アズキゾウムシ、アブラムシ、カニ等）が多様であり、音と振動に関係する生理学

から生態学、進化学までと対象もとても幅広い。 
日本を含めアジアからの出席者は極めて少ないが、その中で中野亮博士（農研機構 果

樹研究所）らは、モモノゴマダラノメイガ成虫の異性間と同性間における超音波による交

信について発表をおこない、超音波を用いた害虫防除の可能性を示し、注目を集めた。 
一方、私の本会議への参加はフランスのトゥール、アメリカのミズーリに次いで３回目

となるが、初めてポスター発表をおこなった。著者は高梨琢磨（森林総合研究所）、深谷緑

（東京大学）、西野浩史（北海道大学）であり、タイトルは

Substrate vibrations mediate startle behavior via femoral 
chordotonal organ in a cerambycid beetle（基質振動は弦音

器官を通じてカミキリムシに驚愕反応を誘発する）である。

本発表では、マツの重要害虫であるマツノマダラカミキリの

成虫において、驚愕反応や歩行の停止をひきおこす振動の特

性を明らかにした。また、振動は肢に存在する受容器（弦音

器官）によって検知されることを甲虫類で初めて発見した。

現在、私たちは振動を樹木に与え、マツノマダラカミキリの様々な行動を制御する新しい

防除法の開発を進めており、その実用化を目指している。本会議においても、ブドウの害

虫であるヨコバイを対象に、異性への定位を振動によって阻害することに成功しているこ

とが発表されており、振動や音を用いた害虫防除への応用も今後注目されることになるで

あろう。 
本会議では、第一線の生物音響学の研究者が集結し、研究者との積極的な情報交換や議

論ができたことから、大変有意義なものとなった。また、会議期間中に、ホストである

University of Strathclyde の James Windmill 博士のラボの音響実験設備も見学させてい

ただき、大いに参考になった。今後、日本においても昆虫の音響学分野の研究を一層発展

させるために、本会議に定期的に参加し日本の研究成果をアピールし、さらに後進となる

若手研究者にも積極的に参加をすすめたいと考えている。次の会議は 2015 年、カナダのオ

タワ（ホスト：Yack 博士）でおこなわれる予定である。 

 

 

 



第13回国際カイガラムシ学会参加旅行記 

 

鳥取県立博物館 田中 宏卓 

2013年の9月2日より6日までの間、ブルガリアの首都ソフィアで開催された第13回国際

カイガラムシ学会(ⅩⅢInternational Symposium on Scale Insect Studies)に国際社会性昆

虫学会日本支部会の援助を受けて出席してきました。このような機会を与えていただいた

報農会のご援助に深く感謝いたします。 

学会はソフィア市内のホテルで行われ、今回は世界各地から70名ほど、中国・韓国など東

アジア地域からは10名ほどが参加されました(日本からは残念ながら私１名)。規模としては

かなり小さな学会ですが、世界的に著名な研究者も参加されていて非常に意義深いものだ

ったと思います。 

今回の学会初日には簡単なオープニングセレモニーのあと、学会直前に急逝したカイガ

ラムシの分類研究の大家であるハンガリーのFerenc Kozár博士や同じくカイガラムシ類の

研究者で学会前に亡くなられたニュージーランドのRosa Henderson博士、南アフリカの

Jack Munting博士の追悼式が行われました。私はKozár博士と博士の死去より10日ほど前

に日本で採集された未記載種(≓新種)のカイガラムシについてメールのやりとりをしており、

またHenderson博士とも数年前にメールや標本のやりとりをしたことがありましたのでこ

の追悼式で紹介されていた故人の業績と人生の軌跡を拝聴していて、なんとも言えない寂

しさと悲しさを感じました。 

この学会では計6つのセクションが設けられており、私の発表は2日目のBehavior and 
General Biologyのセクションで行なわれました。初めての英語口頭発表で非常に緊張しま

したが、スライド・発表原稿を共同研究者の協力を得て入念に準備していたことが奏功し

たのか大きなミスもなく無事終えることができました。発表後にはオーストラリアのPenny 
J Gullan 博士やイギリスのChris J Hodgson博士他数名の方より「よくやった(well done)」
「とてもよかった(very good)」「とても面白かった(very interesting)」などと声をかけて

いただけたので、社交辞令や激励の意味もあるにしろ、まあまあそこそこうまくできてい

たのではないかなと考えています。 

今回の学会では自分の発表もさることながら論文でしか知らないカイガラムシ研究界の

巨人達とお会いでき、片言とはいえ実際に言葉を交わすことができたのがたいへんよい経

験でした。上述のPenny J.Gullan 博士やChris J.Hodgson博士をはじめ、Michael L. 
Williams博士、Lyn G. Cook博士などとは夕食をご一緒させていただくこともできました。

さらにはアメリカのNate B. Hardy博士、トルコのBora Kaydan博士、中国のSan-An Wu
博士、韓国のS. J.Suh博士、台湾のYen-Po Lin博士など若手で活躍されている方やそれ以

外の方で海外でカイガラムシ研究を精力的に行っている方と親しくできたのもたいへんよ

かったです。これらの方と実際に知り合うことができ、また顔を覚えていただけたことは

今後私が研究活動を続けていく上での大きな励みとなると思います。 



繰り返しになりますが今回の学会参加に際しての報農会からの渡航費援助に深く感謝い

たします。本当にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学会のオープニング               ポスター会場の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Social dinner での一幕                    研究内容の近しい方々との懇親会 
 
 
 
 
 
 



１．会誌『ろまん報農』の発行・配布

　　『ろまん報農』第42号を9月に発行、全会員に配布した。

　　員として協力した。

３．報農会の運営を援助するため、20万円を寄付した。

収　入　の　部 （単位：円）

科　　　　目 予　算　額 決　算　額 比較増減 備　　　考

　会　　　費 354,000 250,000 △ 104,000

　　　育英会員会費 176,000 128,000 △ 48,000

　　　特別会員会費 178,000 122,000 △ 56,000

　　　賛助会員会費 0 0 0

　前　受　会　費 2,000 12,000 10,000 次年度以降会費

　寄　付　金 50,000 71,000 21,000

　雑　収　入 545 364 △ 181 預金利息

　前 期 繰 越 金 192,455 192,455 0

　　収　入　合　計 599,000 525,819 △ 73,181

支　出　の　部

科　　　　目 予　算　額 決　算　額 比較増減 備　　　考

　事　業　費 100,000 73,905 △ 26,095 会誌発行

　管　理　費 120,000 43,586 △ 76,414

　　　会議費 20,000 10,170 △ 9,830

　　　旅費交通費 10,000 6,820 △ 3,180

　　　通信運搬費 40,000 25,120 △ 14,880

　　　消耗品費 20,000 1,476 △ 18,524

　　　雑費 30,000 0 △ 30,000

　寄　付　金 200,000 200,000 0 （公財）報農会へ

　予　備　費 177,000 0 △ 177,000

　前　受　会　費 2,000 12,000 10,000

　次 期 繰 越 金 　　　　－ 196,328 196,328

　　支　出　合　計 599,000 525,819 △ 73,181

平 成 25年 度 事 業 報 告

平成25年度収支計算（自平成25年4月1日　至平成26年3月31日）

２．報農会シンポジウム『植物保護ハイビジョン－2013』“生産環境の変化と作物保

　　護技術の再評価”（9月26日 「北とぴあ」つつじホール）の開催に当たり実行委 

４．育英会員1名、特別会員2名の訃報が届いた。



１．会誌『ろまん報農』の発行・配布

　　『ろまん報農』第43号を発行し会員に配布する。

２．公益財団法人報農会の諸事業（シンポジウム開催など）に協力し、植物防疫事業

　　の推進にあたる。

３．公益財団法人報農会の運営を支援するための寄付を行い、その事業推進に資する。

４．会員増を図る一環として、植物保護関係者に会員への入会案内を機会をとらえて

　  行う。

収　入　の　部 単位：円

　　科　　　　目 予　算　額 前年度決算額 比較増減 備　　　考

　会　　　費 300,000 250,000 50,000

　　　育英会員会費 154,000 128,000 26,000 133名

　　　特別会員会費 146,000 122,000 24,000 88名

　　　賛助会員会費 0 0 0
（終身会員的会員を除く）

　前　受　会　費 2,000 12,000 △ 10,000 次年度以降会費

　寄　付　金 50,000 71,000 △ 21,000

　雑　収　入 672 364 308 預金利息他

　前 期 繰 越 金 196,328 192,455 3,873

　　収　入　合　計 549,000 525,819 23,181

支　出　の　部

科　　　　目 予　算　額 前年度決算額 比較増減 備　　　考

　事　業　費 100,000 73,905 26,095 会誌発行他

　管　理　費 120,000 43,586 76,414

　　　会議費 20,000 10,170 9,830

　　　旅費交通費 10,000 6,820 3,180

　　　通信運搬費 40,000 25,120 14,880

　　　消耗品費 20,000 1,476 18,524

　　　雑費 30,000 0 30,000 慶弔見舞他

　寄　付　金 200,000 200,000 0 （財）報農会へ

　予　備　費 127,000 0 127,000

　前　受　会　費 2,000 12,000 △ 10,000

　次 期 繰 越 金 ─ 196,328 △ 196,328

　　支　出　合　計 549,000 525,819 23,181

注）別会計に100万円の定期預金がある。

平成26年度収支予算（自平成26年4月1日　至平成27年3月31日）

平 成 26 年 度 事 業 計 画



公益財団法人 報 農 会 平成 25 年度事業報告 

 

１．植物防疫に関する学術・技術分野における専門家の育成 

 (1)育英費の支給：４名の大学院生（茨城大、東京農工大、東京農業大、岡山大）に

対し育英費を支給した。 

 (2)農家子弟への奨学金の贈呈：４名の農業大学校在学生（北海道、和歌山県、島根県、

熊本県）に対し、それぞれ賞状、奨学金を贈呈した。 

２．植物防疫に関する学術・技術の交流 

  国際交流に対する援助：国際会議・学会参加者３名に対し、渡航旅費の一部を援助

した。 

３．植物防疫の発展に寄与した功績者の表彰（第 28 回） 

表彰式を平成 25 年 9 月 26 日に「北とぴあ」天覧の間で行い、東勝千代、多久田達雄、   

吉田桂輔の３氏に功労賞を贈呈した。 

４．植物防疫に関するシンポジウム（第 28 回）の開催 

  『植物保護ハイビジョン－2013』 “生産環境の変化と作物保護技術の再評価”を

テーマとして 9 月 26 日に「北とぴあ」つつじホールで開催した。（参加者約 300 名） 

    講 演 

○侵入雑草の防除対策    宇都宮大学・雑草科学研究センター  米山 弘一 

○宮城県におけるイネばか苗病発生の現状と防除対策の検討 

宮城県古川農業試験場  鈴木 智貴 

○育苗箱施薬の病害虫防除効果の再評価 

               鹿児島県農業開発総合センター  井上 栄明 

○EUにおける農薬事情              農薬工業会  横田 篤宜 

○国内花卉(菊)の生産動向と課題     イシグロ農材株式会社  古橋 友雄 

５．その他 

報農後援会の事務を処理し、会誌「ろまん報農」第 42 号の発行を支援した。 

 



公益財団法人 報 農 会 育英費・奨学金受給者研究課題の紹介 

 

１．育 英 費 

  王 至 弘（茨城大学大学院農学研究科修士課程） 

『無酸素処理による植物苗および青果物の害虫フリー化技術の確立』 

竹谷 隆良（東京農工大学大学院農学府修士課程） 

『アズキ落葉病菌の拮抗放線菌が生産する抗生物質の探索』 

  田方 康平（東京農業大学大学院農学研究科博士前期課程） 

『ウメおよびモモの葉に生息している細菌の群集構造解析とそれら細

菌群の薬剤感受性に関する研究』 

  田中 佳織（岡山大学大学院環境生命科学研究科博士後期課程） 

『植物細胞壁における病原体認識と応答のダイナミズム』  

   

２．農家子弟奨学金 

  尾形 直哉（北海道立農業大学校） 

『馬鈴薯特別栽培における収量・品質の向上』    

田代  悠（和歌山県農業大学校） 

『高性ダイアンサスのわい化剤処理によるポット苗の生産』 

森脇 健斗（島根県立農林大学校） 

       『有機栽培トマトにおける土着天敵活用型栽培と管理型栽培の比較』 

西坂 幸祐（熊本県立農業大学校） 

『促成ナスにおける在来天敵「タバコカスミカメ」を利用した減農薬栽

培及び発生生態的研究について』 

 

 

公益財団法人 報農会 役 員 名 簿（平成 26 年 8 月 1 日現在） 

理事長：上路 雅子           常務理事：藤田 肖子 

   理 事：田付 貞洋  堀江 博道 

   監 事：上山 功夫  松木 三男 

   顧 問：岩本  毅  吉田 孝二 



お 知 ら せ 

 第29回報農会シンポジウム『植物保護ハイビジョン－2014』 

―激動する農業環境における革新的技術と経営的評価― 

＊日 時 平成26年9月30日（火） 10：15～16：50 

＊場 所 「北とぴあ」つつじホール（北区王子1-11-1） 

 

シンポジウム終了後、16階「天覧の間」で第29回功績者表彰式と祝賀会が 

開催されます。表彰者は佐藤俊次（元大分県農業試験場）、平良木武（元 

岩手県立農業試験場）、吉岡幸治郎（元愛媛県農業試験場）の３氏です。 

是非ご出席下さい。 

問い合わせ先 報農会事務局 TEL/FAX：042-381-5455 

 

 

 

 

報 農 後 援 会  役 員 名 簿（平成26年度） 

会  長： 塩 澤 宏 康 

常任理事： 井 上 智 広（アグロカネショウ㈱） 重 野 武 夫 (シンジェンタジャパン㈱) 

野 田 博 明（農業生物資源研究所） 

理  事：◆東日本地区〈北海道・東北・関東・甲信越〉 

         古 市 尚 高（新潟大学） 

        ◆中日本地区〈東海・北陸・近畿〉 

         景 山 幸 二（岐阜大学） 

◆西日本地区〈中国・四国・九州〉 

岩 井   久（鹿児島大学） 

監  事： 日 比 忠 明          米 山 勝 美 

顧  問： 荒 井   啓          上 村 英 雄 

小 島   誠          近 藤 栄 造 



編 集 後 記 

このところ、世界のあちこちで事故や事件が多発している。マレーシア航空 370 便の行

方不明、17 便の撃墜。そして、ガザ地区の惨劇。世界では今年になっても 20 余りの国や集

団が戦争しているともいう。 
 さて、わが国では、旧称“脱法ハーブ”を使用後、車を運転したことによる死亡交通事

故が相次いだ。また、凶悪な殺人事件、いじめや暴力を受けた子供たちの自殺等々悲しい

事件が相次いでいる。 
 それらのニュースが多すぎるためか、なかなか前面に出てこないのだが、近年続く異常

気象が問題となっている。今年はエルニーニョ現象で冷夏になる予定だったのに、連日の

猛暑。熱中症情報、注意報が流れ、対策法も報じられているが、熱中症で倒れる人や死亡

者が多発している。そして、局地的豪雨や雹、竜巻。“ノアの箱舟の再来では…”とか、“ノ

ストラダムスの大予言の日が来るのでは…”とつい子供っぽい思いを巡らせてしまう。も

はや異常気象は当然のことで、なかなか予測のつかない状況になってしまったようだ。去

年までは、この異常気象による農作物の不作にひどく心を痛めていたのだが、このところ

の相次ぐ被害に、“野菜の品薄、高値”もそのためかとつい納得してしまうようになってし

まった。被害を受けた農家も自然の猛威を相手になすすべがない。喉元過ぎれば熱さもな

んとやらで、すべて受け入れ、流すしかない状況となってしまったようだ。しかし、連日

のこの猛暑日、何とかならないだろうか。暑い！！ 
 今号には、報農会から渡航費援助を受けた 3 名の方（高梨琢磨、新井詠子、田中宏卓の

各氏）より国際会議への参加報告が寄稿されました。また、野田理事より巻頭の辞を寄せ

ていただきました。この誌面を借りてお礼申し上げます。 
 今後の報農後援会の運営ついて現在検討中です。よいご意見がありましたらお知らせく

ださい。今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。        （塩 澤 宏 康）                    

 

                         

○皆様のご支援に深くお礼申し上げます。      

○後援会費は年 2,000 円です。会費の一部は本    

 会の主旨により「（公財）報農会の発展」の 

  ために寄附させていただいております。 

○会報発行等の事業を円滑に進めるため会費納 

入について、皆様のご協力をお願い致します。 

○郵便振替口座番号  00140-1-121402 
 

 

第 43 号 平成 26 年 8 月 8 日発行 
発 行 者  塩 澤 宏 康 
発 行 所    報 農 後 援 会 
〒187-0011  小平市鈴木町 2-846-105 
       サンウッド花小金井 101 

TEL・FAX  042-381-5455 
 



☆ ☆  〔 会  員  消  息 〕  ☆ ☆ 

○訃  報   育英会員  門  宏超 氏（平成25年7月8日逝去） 

特別会員  大畑 貫一 氏（平成25年9月6日逝去） 

特別会員  與良  清 氏（平成25年10月29日逝去） 

      謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

                                               

 

報農後援会特別会員名簿 （26.8.8現在 94名） 

荒木 隆男  有本  裕  安東 和彦  池庄司敏明  池田二三高  池山 雅也  

伊藤 嘉昭  岩井  久  岩田 俊一  上垣 隆夫  上野  誠  上山 功夫  

 梅田 芳春  遠藤 武雄  大内 成志  大川 義清  岡留善次郎  利部 伸三  

 加来 久敏  梶原 敏宏  加藤  肇  神田 昭夫  北  宜裕  国見 裕久  

 久能  均  久保 康之  小林 直人  小林 義明  小原 裕三  後藤 哲雄  

 重松 喜昭  獅山 慈孝  篠原 正行  下村登志雄  管原 敏夫  杉野多萬司  

 鈴木 昭憲  鈴木  健  鈴木昭治郎  関口 義兼  曽根 一人  多賀 正節  

 高久 恒夫  高田 昌稔  高橋 史樹  高橋 信孝  高橋 英樹  瀧川 雄一  

 竹田  勇  多々良明夫  田付 貞洋  館野 浩一  田中 敏夫  谷口  武  

 田畑 勝洋  田濱 康夫  土屋 健一  都築  詢  露無 慎二  寺岡  徹  

 寺中 理明  藤條 純夫  仲井まどか  中北  宏  根本  久  橋本  晃  

 早川  充  平井 一男  平塚 利子  平野  恒  古市 尚高  古澤  巌  

 古橋 嘉一  堀川 知廣  牧野 孝宏  松本 義明  松山 宣明  満井  喬  

 宮田  正  務川 重之  室伏  旭  八木 繁実  矢野 文雄  山岡 直人  

 山口  勇  山下  功  山下 修一  山中  達  山根 久和  山本  出  

 横田 孝雄  吉田 孝二  吉野 嶺一  米山 伸吾  

 



報農後援会育英会員名簿 （26.8.8現在 133名） 

 

                                 （ ）内は年次順番号 

桜井  成 (2)  安田  康 (4)  小泉 銘冊 (6)  谷口 尚温 (7)  小島  誠 (8) 

上村 英雄 (9)  池上  晋 (11)  永田  徹 (12)  中山  勇 (15)   岡田  大 (18) 

林  士珍 (19)  小嶋 昭雄 (20)  善林 六朗 (21)  荒井  啓 (28)   桜井 宏紀 (29) 

大橋 祐子 (30)  伊藤 達也 (31)  櫛下町鉦敏 (32)  木村  滋 (33)   川田 雅昭 (35) 

道家 紀志 (36)  小島 峯雄 (37)  盛一 嘉則 (39)  山崎 素直 (41)  廬  耀村 (45) 

児玉 吉勝 (46)  岡本 恵勝 (47)  米山 勝美 (49)  近藤 栄造 (51)  汐崎 正生 (53) 

本間 善久 (54)  湯本 悦次 (55) 浜村 徹三 (56)  宇佐美 進 (57)  中野 昌俊 (61) 

本田要八郎 (62)  重光 善弘 (65) 松本  勤 (67)  重野 武夫 (68)  本山 直樹 (71) 

塩澤 宏康 (72)  平井 正志 (79)  大内  晴 (80)  田代 茂喜 (84)  森  章夫 (85) 

与那覇哲義 (86)  守山 義明 (88)  神谷 勇治 (89)  山口 堯士 (91)  山口 裕紀 (92) 

井上 智広 (93)  仲谷 房治 (96) 日比 忠明 (99)  大嶋 保夫(101)  芦原  亘(102) 

桜井  勇(103)  松下 一信(105) 明田  功(106)  吉川 博道(108)  橋本 伸一(109) 

倉持 正実(110)  宇郷 裕三(111) 佐藤 五月(115)  伊藤 高明(116) 今野 清隆(118) 

古川いくよ(120)  小金澤碩城(122) 小野 知洋(126)  林  三徳(129)  落合  進(131) 

廣岡 芳年(133) 野田 博明(135) 大塚 公人(136)  武田 敏夫(139)  加藤 重博(140) 

矢野 栄二(144) 渡辺  司(147) 安田  誠(148)  井上 博雅(149)  中川  仁(153) 

上運天 博(156) 小作 明則(159) 久場 洋之(161)  向畠 博行(162)  景山 幸二(165) 

尾崎 政博(166) 川原 圭生(171) 松尾 憲総(172)  名和 哲夫(176)  奥田  隆(178) 

橋本 恵子(179) 嶋田 正和(180) 川北 一人(181)  鳴海 金吾(182)  門馬 孝之(184) 

横山 和成(186) 若山 健二(187) 齋藤弥生子(189)  柘植 尚志(191)  藤巻 伸一(195) 

沢辺 京子(197) 舩城 衛介(200) 黄  思良(205)  大海みゆき(206)  諸岡  直(207) 

河合 守雄(208) 榊原  隆(209) 梁  泳烈(210)  郡嶋 浩志(212)  長門  渉(213) 

張  蘊恵(217) 盧  聖煥(219)  藤田 昭彦(221)  布目  司(222)  吉賀 豊司(224) 

崔  用華(225) 田中 弘幸(226) 王  敬銘(227)  大島 由行(230)  カルニンチ寛子(233) 

長岡 真帆(236)  大野  彩(237)  和田 行央(241)  中村 正幸(243)  瀧  瑞人(244) 

成田 匡邦(246)  加藤 ハナ(250)   藤田 景子(251)  高橋 祐子(259)  水野  壮(264) 

久村由美子(269)  小嶋  健(274)   馬場 陽平(277) 

 


	43号3頁 (1)
	43号11～12頁 (1)
	43号13～14頁
	43号15頁
	43号16頁
	43号17～18頁

