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報農後援会によせる辞

報農後援会会長　塩揮　宏康

報農後援会は､植物保護を通してわが国の農業者へ報恩することを念願し､昭

和　36年に設立された財団法人報農会から育英費を受けた者､海外渡航費の援助

を受けた者などが報農会の活動に協力し､会員相互の親睦､情報交換などを目的

として､平成2年(1990年)に結成されました｡

初代会長の故本間保男氏のご尽力により､報農会の年間の事業による収支に少

しでもプラスなればということで､シンポジウム｢植物保護ハイビジョン｣の開

催を立ち上げました｡また､ ｢ろまん報農｣の発刊などに伴って会員の皆様から

納入された会費のうち､一人分の育英費に当たる金額を報農会に寄附することも､

今日に引き継がれています｡

21世紀において解決されるべき大きな課題は｢食料の確保｣と｢環境の保全｣

です｡いずれも人間の社会に欠かす事が出来ない問題であり､植物の有効利用が

その基盤であると考えられます｡植物保護分野における研究の発展とその成果の

活用は､食糧生産と緑の保全のために重要な役割を担っていることは間違いあり

ません｡

報農後援会における諸活動を益々活発にし､これからも植物保護に関わる方々

の情報交換や研究発展に寄与できることを願っています｡同時に､この｢ろまん

報農｣が会員の皆様のご協力により長く続き､会員を結ぶ粁となってご活躍の一

助となることを願っています｡
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雑　　感

鹿児島大学農学部植物病理学研究室　岩井　久

今年のお盆を特別な感慨で迎えた方は多いことだと思う｡

午後3時前といえば､小学校や幼稚園の下校時刻､パートの主婦や外勤のサラリーマンは車で

移動中の人も多かっただろうo NHKの第1報で実況されたビニール-ウス群が津波で一掃される

空撮は今でも脳裏に焼きついて離れない｡県や団体関係の農業技術者で災禍に遭遇した人もいた

というoことに福島･宮城･岩手の3県では依然過酷な運命にある人々が少なくない｡今､我々

は自らが生きてここに在ることの意味を改めて問い直す必要がある｡ 1995年の阪神淡路大震災に

間を置かずして発生した今般の東日本大震災｡次に想定されるのは西日本大震災である｡東海､

束南海､南海の3箇所が連動する地震が今後20 - 30年の間に起こるという識者の予測は間違い

ないだろう｡産官学を結集した防災計画が尽くされることであろうが､今回のような千年に一度

といわれる規模の災害であれば完全に食い止めることは不可能だろう｡人知を尽くしても防ぐこ

とのできない災禍が､未来にも起こり得ることは否定できない｡この機会に我々は､過酷な自然

の中の構成の一部に過ぎないことを畏怖をもって理解する必要がある｡遠からぬ将来､再び多く

の同胞を失うことがあっても､我々は滅びを礎として再生し続け､滅びたものの文化と意志を確

実に継承していかなければならない｡

今回の窮状は広島･長崎の惨劇によって終わった終戦時と比較される｡家族･兄弟･知人の多

くが骸と化したが､残った人々は生き永らえて今日の繁栄を築き上げてきた｡長崎で放射能障害

に苦しみながらも､小規模な核融合の平和利用を信じて逝った永井博士の遺言を思う｡私自身は

決して原発を擁護する者ではないが､定期検査中の原発による電力供給が経済運営の基盤である

ことは否めないのであり､代替エネルギーへの転換を図りつつも､官民一体となった冷静な議論

を行う必要があると思う｡

震災の直接被害は無かった九州であるが､ 7月の九州･沖縄の負債額1千万円以上の企業倒産件

数は前年同月比13.6%増の83件だった｡建設業や運輸業で増加が目立っており､大震災の影響で

民間設備投資が減ったことなどが背景にある｡

その一方で､九州･沖縄8県の農業は､この10年ほど､高齢化で離農が進んでいるほか､出荷

価格の低迷などにより競争力維持に必要な投資ができず､生産量を減らしている産地が少なくな

かった｡しかし､ここ数ヶ月､九州各県が農業の生産規模拡大や企業の農業参入を促す事業に相

次ぎ乗り出している｡政府は規模拡大や担い手確保を重視しており､意欲のある生産者や企業を

支援して農業を活性化する取り組みが加速している｡九州･沖縄の主力産業である農業の再生･

強化が､震災復興へ向けた重要な一歩であるとの意識の表れであろう｡病害虫防除に関係する企

業･試験機関にもご支援のほどをお願いし､巻頭言とする次第である0
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第9回菌類分子生物学会に参加して

京都大学農学研究科植物病理学研究室　吉野　香絵

第9回菌類分子生物学会がスコットランドのエジンバラで2010年8月1日から6日までの6

日間開催されました｡菌類分子生物学会は4年に1度開催される学会で､今回は約80カ国から

1600人以上もの人が参加したそうです｡モデル生物である酵母や､植物や動物に感染し病気を

引き起こす病原性糸状菌､他の生物に共生する糸状菌について分類学から分子生物学に至るまで

幅広い学問領域での研究成果が発表されました｡その研究分野において最先端を走る研究者が招

待されて講演をしたのですが､計7名の研究者はいずれも一流と呼ばれる研究者で､そのプレゼ

ン-ションはとても興味深いものでした｡今回､報農会の支援を受けることでこの学会への参加

が可能となり､学会の前日に催されたColletotrichum meeting (Colletotrichum ;植物病原性

糸状菌である炭症病菌の学名)で口頭発表と学会開催中にポスター発表する機会を得ることがで

きました｡発表内容および本学会で学んだこと､様々な経験を通して感じたことを報告させて頂

きたいと思います｡

colletotrichum meetingおよびポスターでは｢A Fungal Effector Nisl of Colletotrichum

orbiculare lnduces Cell Death ln Susceptible Nicotiana benthamiana But Has No

Avirulence Activity ln The Pathogen Infectious Phase｣というタイトルで発表しました｡私

は博士後期課程から今の研究室に所属し､植物病原性糸状菌が宿主植物に感染する際にどのよう

な戦略を用いているのかについて研究を行ってきました｡植物病原菌は感染場面においてエフェ

クターと呼ばれるタンパク質を細胞外に分泌し､植物の抵抗性誘導を遅延もしくは抑止する事で

感染を優位に進行させることが分かっています｡しかし､得られている知見の多くは細菌に関す

る研究から得られており､菌類においてはまだあまり分かっていないのが現状です｡菌類におけ

る知見が少ない理由として､植物の抵抗性を遅延･抑止しているような分泌タンパク質が多数存

在しておりそれらのタンパク質を総動員させることで効果が発揮されるため､そのうちの1つを

コードする遺伝子を破壊しても表現型が現れにくい事があげられます.私は､ウリ類炭症病菌が

感染場面において細胞外に分泌するエフェクタータンパク質の機能解析を行ってきましたoウリ

類炭症病菌においてそのエフェクターをコードする遺伝子を破壊しても病原性の低下等の変化は

みられなかったのですが､モデル植物であるシロイヌナズナにおいてその遺伝子を強発現させる

と生育阻害が見られ､驚くべきことに生育阻害とは無関係に病原菌に対する応答･抵抗性が著し

く低下したことを報告しました｡
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開催期間中､数多くの興味深い研究内容が発表されました｡植物病原性糸状菌は感染過程に

おいて様々な形状に形態分化するのですが､その形態分化がどのように制御されているのかに

ついてはまだ多くの事が分かっていません｡形態分化の制御および上記に述べたエフェクター

タンパク質による糸状菌の感染戦略を分子レベルで解明できれば､農業現場における画期的な

防除対策･殺菌剤の開発等につながる可能性があるため多くの植物病理学研究者が興味を持っ

ています｡更に､植物の感染症の80%は糸状菌によって引き起こされることからも植物病原性

糸状菌の形態分化および感染戦略を理解することは安定した食糧供給達成のための重要な課題

の1つと言えます｡この2つのテーマについて､印象的だった研究発表内容を各々報告させて

頂きたいと思います｡まず形態分化の制御についてです｡稲作に甚大な被害をもたらすイネい

もち病菌の防除は米を主食とする我が国にとって重要な課題です｡子のう菌門に属するイネい

もち病菌の胞子は宿主植物の表面に接着後発芽し､その後発芽管の先端に付着器と呼ばれるド

ーム型の感染特異的な構造物を形成します｡そして､付着器から侵入菌糸を伸ばして固い植物

の細胞壁を破って侵入します｡この時､付着器が正しく機能するためには侵入前に付着器に隣

接している胞子がプログラム細胞死を起こす必要があります｡近年､この胞子のプログラム細

胞死の制御にオートファジーと呼ばれる機構が関与していることが分かってきました｡オート

ファジーとは細胞内のタンパク質やオルガネラを分解するための仕組みの一つで､選択的オー

トファジーと非選択的オートファジーに大別されます｡選択的オートファジーとはミトコンド

リアやベルオキシソーム等のオルガネラを選択的に分解します｡一方､非選択的オートファジ

ーは細胞内の一部を膜で取り囲んでそれらを非選択的に分解します｡どのような遺伝子が選択

的･非選択的オートファジーに関与しているのかについて酵母で研究が進められてきているの

ですが､イネいもち病菌で見つかったそれらのホモログ遺伝子を網羅的に破壊することにより

非選択的オートファジー関連遺伝子が胞子のプログラム細胞死に関与していることが明らかに

なりました｡次に､病原体の感染戦略としてのエフェクター研究についてです｡トマト葉カビ

病菌は感染場面において複数のエフェクターを細胞外に分泌しており､そのうちの1つは

LysMと呼ばれる非常に保存性の高いドメインを有していました｡このドメインを持つタンパ

ク質は数多くの植物で同定されており､糸状菌の細胞壁の主成分であるキチンのレセプターと

して機能することが分かっています｡何故､病原菌は自分の細胞壁であるキチンと結合するド

メインを持つタンパク質を感染場面において分泌しているのか?植物はキチナ-ゼ(キチン分

解酵素)を細胞外に分泌することで病原体を攻撃し､表面から遊離したキチンを認識して抵抗

性を誘導することが分かっていたのですが､それに対して病原菌はこの遊離したキチンを自ら

分泌したエフェクターに結合させることで植物の認識および抵抗性の誘導を回避していたので
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す｡この遺伝子を欠損させた変異体が宿主植物に対する病原性を失ったことから､植物のキチ

ン認識を回避することが感染を成立させるために必須であることが明らかとなりました｡この

研究成果は学会後のSCIENCE誌に掲載されていました｡権威のある科学雑誌に掲載される前

に著者の発表を聞けたことは本当に貴重な体験です｡

報農会の国際学会渡航費支援を受けられたことで､国際学会で発表するという機会を初めて

得ることができました｡国際学会への参加は研究者にとっても博士課程の学生にとっても自分

の研究を進める上で非常に重要なものです｡最先端の研究や､その分野の研究の流れ､多くの

研究者が興味を持っているテーマは何かを感じとることができます｡一般的に､科学雑誌に掲

載されてから最先端の研究内容を知るようでは遅いと言われており､掲載される前から学会で

の発表や研究者との交流により掴みとらなければなりません｡又､様々な研究発表を聞き､異

分野の研究者とのコミュニケションを通じて､自分の研究内容に関する色々なアイディアが得

られます｡研究についてだけではなく海外の研究者や博士課程の学生と英語で会話をすること

は､将来海外で研究をしてみたいと考えている自分にとっては刺激的な経験でした｡海外に来

ているという開放感からか､国内の学会では接点を持てないような大学教授や日本人研究者と

も交流する機会が得られます｡今回様々な分野の研究者や学生と話をし､研究と向き合う姿勢

や研究をする上で大切なことについても深く考えることができました｡研究者を目指して博士

課程に進学したものの研究の進行度合いや卒業後の方向性が具体的に定まらないことから多く

の不安を抱えていましたが､今回この学会に参加することで､自分は本当に研究が好きでこの

世界で生きていきたいことを改めて実感することができました｡更に､多くの興味深い研究発

表を聞いたことで卒業後どのような方向に進むか､どのような研究をしていきたいのか､具体

的にイメージすることができました｡将来､研究者としてこの世界で生きていられたなら､こ

の学会に参加できたことが研究者人生のターニングポイントであったと思いだす時がくると思

います｡

報農会の国際学会渡航費支援を受けられたことでこのような貴重な体験をすることできました

ことを心から感謝申し上げます｡

plant Medicine Programのインターンシップに参加して

法政大学生命科学部生命機能学科植物医科学専修　轡　加那

私は8月14日から10月30日まで､フロリダ大学のPlant Medicine Program (PMP)の
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インターンシップ生として主に植物寄生性の線虫について勉強させていただきました｡今回の

インターンシップは短期間であり､また他の留学とは異なり､単位が発生しないものであった

ため､奨学金を得ることが非常に難しかったのですが､報農会の国際学会渡航旅費のご援助の

おかげで参加することができました｡ 2月に法政大学植物医科学専修の上山先生､鍵和田先生

とフロリダ大学に訪問した際に､線虫の学部があるということにとても驚きました｡また､逆

に日本であれほどに､マツノザイセンチュウによる被害が出ているのに､なぜ線虫の学部とい

うものがないのだろうとも感じ､今回のインターンシップでは線虫の基礎の授業と､ Division

of Plant lndustryの線虫部門の研修を受けることに決めました｡今回のインターンシップを

通して､勉強するということの楽しさを再認識しました｡法政大学卒業後はPMPに入学し､

より深く勉強したいという目標もできました｡短い期間ではありましたが､本当に充実した毎

日を過ごすことができましたo　ここで､今回のインターンシップについて私が感じ､学んだこ

とについてご報告させていただきます｡

Plant Medicine ProgramはPlant Doctorを養成するための学部であり､そこに入学する

生徒のほとんどは､修士課程を修了した生徒達で､サウジアラビアや中国､カナダなど様々な

国からの生徒を受け入れています｡年齢層も様々で､私の参加した授業では､生徒は私も入れ

て5人しかいなかったのですが､私以外は既婚者で､ 25歳から50歳近い方までいらっしゃい

ました｡わたしだけがUnder graduateの学生でした｡周りの学生に比べ自分の知識の浅さと

いうものを実感し､最初は圧倒されて､授業中質問することは全く出来ませんでした.テープ

レコーダーで毎回の授業を録音し､アパートに帰ってから何度も聞いて疑問に思ったところを､

先生に後日質問に行っていました｡授業は線虫学の歴史､線虫の生態学､ Root-knot

nematode, Cyst forming nematode, Seed and leaf gall nematode, stem and bulb

nematode, lesion nematode, burrowing nematode, bud and leaf nematode, the pinewood

nematode, coconut palm nematode､そして線虫の分離方法を学ばせていただきました｡なか

でも私が一番興味をもったのはBurrowing nematodeでした｡ Burrowing nematodeは学名

がRadopholussl'ml'11'Sといって､日本で侵入が警戒されている線虫の一つです.特にフロリダ

でのみBurrowing nematodeのcitrus raceがみつかっており､フロリダ州ではかなり厳しく

この線虫は規制されています｡普通のBurrowing nematodeはbanana raceであり､バナナ

の根に潜り､多大な被害をもたらしますが､ citrus raceはバナナと柑橘類の両方に寄生が可能

であり､以前には､フロリダ北部のほぼ全ての柑橘を枯らすという被害をもたらしたことがあ

ります｡またこの二つのレースの見分けは今のところ遺伝子解析以外では不可能とされており､

そのためフロリダ州の輸出農作物から1匹でもBurrowing nematodeが見つかると､それだ
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けで､その農作物の輸出がかなわなくなります｡私は今回のインターンシップ中に､何か興味

を持った線虫について調べよという課題で､このBurrowing nematodeがフロリダ州でどの

ように輸出が規制され､また日本でどのように侵入が警戒され､対策がうたれているのかとい

うレポートを提出させていただきました｡

Division of Plant lndustry (DPI)ではフロリダで主に見られる線虫の同定方法や､どのよ

うに線虫の分離をするのかを学びました｡ DPIの線虫部門での主だった仕事は､各州から送ら

れてくるサンプルから線虫を分離･同定して､他の州や外国に輸出が可能であるかどうかの検

査でした｡そのため､しばしばフロリダではなかなかみられないreniform nematodeなども

観察させてもらうことができましたo DPIの職員の方々が､とても親切で､私のったない英語

もとてもよく理解してくださり､ DPIではなるべく自分のしたいことや疑問点をその場で言う

ようにこころかけていました｡ Cyst forming nematodeのperinial patternの作製や､標本

作製などもさせていただきましたo Root-knot nematodeの雌をすりつぶし､電気泳動にかけ

ることによって得られるバンドから種の同定が可能であり､この電気泳動と､コントロールと

して用いられるMelol'dogynejavaDl'caの雌の分離なども手伝わせていただきましたo

今回のインターンシップを終えて､法政大学､フロリダ大学､ DPIの先生がたに深く感謝す

ると同時に､いかに自分が周りの人たちに支えられて､勉強をできているかということを実感

しました｡報農会の国際学会渡航旅費のご援助のおかげで本当に充実した2ヶ月半を送ること

ができました｡この経験をいかせるよう今後も頑張っていこうと思いますoありがとうござい

ました｡

クラスメート達と
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平成22年度事業報告

1.会誌『ろまん報農』の発行･配布

『ろまん報農』第39号を8月に発行､全会員に配布した｡

2･報農会シンポジウム『植物保護-イビジョンー2010』 "生物農薬の展開と化学農

薬との調和'' (9月17日｢北とぴあ｣つつじホール)の開催に当たり実行委員と

して協力した｡

3.報農会の運営を援助するため､ 30万円を寄付した｡

4･本年度は特別会員として1名が入会され､特別会員1名の計報が届いた｡

平成22年度収支計算(自平成22年4月1日　至平成23年3月31日)

収入の部(単位:円) 

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儂Hｧ)�ﾘﾋ��備考 

会費 �3#Bﾃ����256,000 ��#cづ����次年度以降会費 預金利息 

育英会員会費 ��Sづ����116,000 ��#C"ﾃ����

特別会員会費 ��cbﾃ������#Bﾃ����140,000 0 20,000 ��##bﾃ�������#Bﾃ����

賛助会員会費 

前受会費 

寄付金 鉄�ﾃ����60,000 ���ﾃ����

雑収入 �##2�1,205 涛�"�

前期繰越金 �3�2ﾃssr�303,777 ���

収入合計 都�"ﾃ����640,982 ��#c�ﾃ���� 

支　出　の　部

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儂Hｧ)�ﾘﾋ��備考 

事業費 ����ﾃ����86,242 ��#�2ﾃsS��会誌発行 (財)報農会へ 

管理費 ��#�ﾃ����52,522 ��#crﾃCs��

会議費 �#�ﾃ����19,878 ��#�#"�

旅費交通費 ���ﾃ����4,000 ��#bﾃ����

通信運搬費 鼎�ﾃ����27,250 ��#�"ﾃsS��

消耗品費 �#�ﾃ����1,394 ��#�づc�b�

雑費 �3�ﾃ����0 ��#3�ﾃ����

寄付金 �3��ﾃ����300,000 ���

予備費 ��Sづ����0 ��#�Sづ����

前受会費 �#Bﾃ����20,000 ��#Bﾃ����

次期繰越金 辻�182,218 ���"ﾃ#���

支出合計 都�"ﾃ����640,982 ��#c�ﾃ���� 
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平成23年度事業計画

1.会誌『ろまん報農』の発行･配布

『ろまん報農』第40号を発行し会員に配布する｡

2.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.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｡

平成23年度収支予算(自平成23年4月1日　至平成24年3月31日)

収入の部単位:円 

科目 冰ﾈ蟋�ｧ｢�前年度決算額 儂Hｧ)�ﾘﾋ��備考 

会費 �3�づ����256,000 鉄"ﾃ����132名 

育英会員会費 ��C�ﾃ����116,000 �#Bﾃ����

特別会員会費 ��cづ����140,000 �#づ����94名 

賛助会員会費 ���0 ���(終身会員的会員を除く) 

前受会費 �"ﾃ����20,000 ��#�づ����次年度以降会費 預金利息他 

寄付金 鉄�ﾃ����60,000 ��#��ﾃ����

雑収入 都�"�1,205 ��#C#2�

前期繰越金 ���"ﾃ#���303,777 ��#�#�ﾃSS��

収入合計 鉄C2ﾃ����640,982 ��#途ﾃ塔"� 

支出の部 

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�前年度決算額 儂Hｧ)�ﾘﾋ��備考 

事業費 ����ﾃ����86,242 ��2ﾃsS��会誌発行他 慶弔見舞他 

管理費 ��#�ﾃ����52,522 田rﾃCs��

会議費 �#�ﾃ����19,878 ��#"�

旅費交通費 ���ﾃ����4,000 澱ﾃ����

通信運搬費 鼎�ﾃ����27,250 ��"ﾃsS��

消耗品費 �#�ﾃ����1,394 ��づc�b�

雑費 �3�ﾃ����0 �3�ﾃ����

寄付金 張#��ﾃ����300,000 ��#���ﾃ����(財)報農会へ 

予備費 ��#�ﾃ����0 ��#�ﾃ����

前受会費 �"ﾃ����20,000 ��#�づ����

次期繰越金 辻�182,218 ��#��"ﾃ#���

支出合計 鉄C2ﾃ����･640,982 ��#途ﾃ塔"� 

注1)*会費納入額によっては､報農会へ例年通り30万円を寄付する｡

2)別会計に河野基金100万円あり｡



ろまん報農11

財団法人報農会　平成22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‥ 5名の大学院生に対し育英費を支給した｡

(2)奨学金の供与: 5名の農業大学校在学生(農家子弟)に対し､奨学金と賞状を贈呈した｡

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:国際学会出席者及び海外への留学生各1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25回)

功績者の表彰式を平成22年9月17日に｢北とぴあ｣天覧の間で行い､稲生稔､岡本康博､

高見津和人の3氏に功労賞を贈呈した｡

4･植物防疫に関する公開シンポジウム(第25回)の開催

『植物保護-イビジョンー2010』 "生物農薬の展開と化学農薬との調即をテーマとして

9月17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

○生物農薬と化学農薬との調和

①天敵を利用したIPMプログラム　　　アリスタライフサイエンス㈱　山中　聡

②水稲､園芸分野での体系使用と-イブリッド農薬の開発

クミアイ化学工業㈱　熊倉　和夫

○農業生産現場での生物農薬の導入事例

①天敵線虫製剤の枝幹害虫防除場面における使用事例

㈱エス･ディー･エスバイオテック　　田辺　博司

②微生物農薬による省力病書防除技術(果菜類/施設栽培における事例)

出光興産㈱　　尾川新一郎

③イチゴ栽培における生物農薬導入事例(天敵利用を中心に)

神奈川県農業技術センター　　小林　正伸

5.その他の事業

報農後援会の事務を処理し､会誌『ろまん報農』第39号の発行を支援した｡
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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

伊藤　知範(秋田県立大学大学院生物資源科学研究科博士後期課程)

『ウリ類ホモプシス根腐病の分子生態に関する研究』

手塚　　薫(東京農工大学大学院農学府修士課程)

『培養細胞を用いない組換え核多角体病ウイルス作製法の開発』

上田　加奈(島根大学大学院生物資源科学研究科修士課程)

『菌類･キノコを用いたイネいもち病の防除に関する研究』

七海　隆之(東京農業大学大学院農学研究科博士前期課程)

『原木および菌床シイタケに生息する細菌の類別と機能の解析』

馬場　陽平(筑波大学大学院生命環境科学研究科博士前期課程)

『薬用植物からの植物成長制御活性を有する揮発性物質の探索』

2.農家子弟奨学金

古瀬　恵介(宮城県農業大学校)

『瑳化剤を利用した宮城オリジナルユリ｢ルビーマジック｣の鉢物生産』

熊谷　信一(群馬県立農林大学校)

『トマト栽培における気門封鎖型薬剤の効果比較と防除体系の実証』

国枝　大樹(岐阜県農業大学校)

『いちご栽培における生物農薬等による防除方法の検討』

小倉　広士(香川県立農業大学校)

『天敵を利用したイチゴハダニ防除技術の検討』

中木場恵美(福岡県農業大学校)

『乾田直播栽培における合鴨農法と無農薬･無化学肥料による害虫･雑草防除の

省力安定化技術』

公益財団法人報農全　役員名簿(平成23年7月1日現在)

塾重畳:上路

墾j:田付

畳j:上山

顧　問:岩本

常務理事:正垣　　優

道

　

男

博

　

三

江

　

木

堀

　

松

子

　

洋

　

夫

雅

　

貞

　

功

二孝田富三l田皮㌔/毅
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お　知　ら　せ

第26回報農会シンポジウム『植物保護ハイビジョンー2011』

-昆虫や植物がまん延させる病害の脅威-

*日　時　平成23年9月28日(水) 10-15時

*場　所｢北とぴあ｣つつじホール(北区王子ト11-1)

-~~~~-I-I-----I------------I----------------一一一一一一1-------____

シンポジウム終了後､報農会創立50周年記念式典と祝賀会が開催されます｡

功績者表彰は葛西辰雄(元香川県農業試験場)､高橋俊作(元秋田県果樹

試験場)､竹揮秀夫(元神奈川県農事試験場)､千葉　馨(元北興化学工

業㈱)､平山成一(元山形県農業技術課)の5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23年度)

会　　長:塩　津　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)

哩__　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

顧　　問:荒　井　　　啓

小　島　　　誠

米　山　勝　美(明治大学)

上　村　英　雄

近　藤　栄　造
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編　集　後　記

今年は3月に東北地方大震災で未曾有の災害を受けました｡国の経済的復興と被害を受けた

地域の復旧に向けてお互いに助け合わなければならない時です｡国民が一丸となってこの災書

の復興に立ち向かわなければなりません｡早い復興と復旧を願うところです｡

報農会が今年創立50周年を迎えられたことに対し心からお祝い申し上げます｡報農会はこの

半世紀､学生､院生や研究者に対して奨学金の支給や渡航費等の援助を続けてこられ､数多く

の方がお世話になりました｡学業を無事修業されたり､渡航し､新しい情報を得ることができ

たお蔭で更に研究の推進ができたり､新技術の開発を成し遂げられた方も沢山出られており､

この分野に大きく貢献されてきました｡筆者も支援を受けた者としまして報農会に大変感謝す

るものです｡更に今年､報農会が公益財団法人に移行認定されましたこと､重ね重ねお祝い申

し上げます｡

平成2年に初代会長､故本間保男氏を中心として｢何か報農会に恩返しができないものか｣

という思いで設立された報農後援会も､早今年で21年目を迎えることになりました｡これも偏

に会員の皆様のご協力があってのことと感謝申し上げます｡報農会への恩返しと会員相互の情

報交換のためにと､年2回の会報を発行を20年近く続けてまいりました｡しかしこの2年間ほ

ど会費納入率が非常に低下し､会報発行を年1回に減らさざるを得無くなりました｡本会も最

近は若い育英生の会員になられる方が少なく､今後の会の活動と高齢化を危慎しているところ

です｡これからの育英生の方々積極的に会員になっていただくことを切にお願いするとともに､

会員の皆様の更なるご協力をお願いしたいと思いますo

巻頭言を快く引き受けて下さいました西日本地区の理事であります岩井久氏にこの場を借りて

お礼申し上げます｡また､渡航費の援助をうけられたお二方からも報告書をいただき有り難う

ございました｡

報農会の益々の発展と末永い活動をお祈りしますと共に報農後援会の活動が末永く続きます

よう､会員の皆様のご支援を重ねてお願い申し上げますo

今号は､諸般の事情によりまして発行が大変遅れましたことをお詫び申し上げますo

(塩滞宏康)

J_■_I_■_●_■-I-.-.I-.-I---●1-I--lI-.-■-■-.-.-I-I-■-I-I-I-■-J---I-I-I-～-I---I-I-I-●-I-■-I-.-.~日日-*-lI

○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｢(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-ト121402

第40号　平成23年9月5日発行

発　行者　　塩　揮　宏　康

発行所　　報農　後援会

〒 187-0011小平市鈴木町846-105

サンウッド　花小金井101号室

TEL ･ FAX 042-381-5455
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☆　☆　〔会　　員　　消　　息〕　☆　☆

○農学賞に輝く特別全量

久能　均氏(三重大学名誉教授)には､日本農学賞(読売農学賞)を受賞され､平成23年

4月28日､東京大学弥生講堂で授与式が行われました｡心からお慶び申し上げます｡

受賞研究:病原糸状菌感染と宿主反応の細胞学的研究　～細胞表層における相互認識～

○新入会員(平成22年8月1日～平成23年8月31日)

特別会員　　小林　直人氏　　上野　誠氏

○計　報　　特別会員　　瓜谷　郁三氏(平成22年9月25日逝去)

蔵納　久男氏(平成23年4月8日逝去)

謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

__1■___-_I-------------一一･一一一一---一一一--I-ll-I------I-------I----I-ll---I--------~●一一■~---一一------I-Il一

報農後援会特別会員名簿　(23.8.31現在103名)

荒木　隆男　　有本　裕　　池庄司敏明　　池田二三高

稲葉　忠輿　井上　忠男　　岩井　久　岩田　俊一

上山　功夫　内田　俊郎　梅田　芳春　遠藤　武雄

大畑　貫-　岡留善次郎　利部　伸三　加釆　久敏

神田　昭夫　北　宜裕　　国見　裕久　久能　均

小林　直人

獅山　慈孝

鈴木　　健

高橋　史樹

多々良明夫

田潰　康夫

寺中　理明

橋本　　晃

古揮　　巌

満井　　喬

山岡　直人

山本　　出

脇本　　哲

小林　義明

篠原　正行

鈴木昭治郎

高橋　信孝

田付　貞洋

田村　多利

藤傑　純夫

早川　　充

古橋　嘉一

宮田　　正

山口　　勇

横田　孝雄

小原　裕三

下村登志雄

関口　義兼

高橋　英樹

館野　浩一

土屋　健一

仲井まどか

平井　一男

堀川　知虞

務川　重之

山下　　功

吉田　孝二

近藤　和信

管原　敏夫

多賀　正節

瀧川　雄一

田中　敏夫

都築　　諭

仲川　正義

平塚　利子

牧野　孝宏

室伏　　旭

山下　修一

吉野　嶺-

他山　雅也

上垣　隆夫

大内　成志

梶原　敏宏

久保　康之

後藤･哲雄

杉野多薦司

高久　恒夫

武市　敏男

谷口　　武

露無　慎二

中北　　宏

平野　　恒

松本　義明

八木　繁実

山中　　達

米山　伸吾

伊藤　嘉昭

上野　　誠

大川　義清

加藤　　肇

小菅喜久禰

重松　喜昭

鈴木　昭憲

高田　昌稔

竹田　　勇

田畑　勝洋

寺岡　　徹

根本　　久

古市　尚高

松山　宣明

矢野　文雄

山根　久和

輿良　　清
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報農後援会育英会員名簿　(23.8.31現在132名)

桜井　　成(2)

上村　英雄(9)

林　　士珍(19)

大橋　祐子(30)

道家　紀志(36)

児玉　吉勝(46)

本間　幸久(54)

本田要八郎(62)

塩揮　宏康(72)

与那覇哲義(86)

井上　智広(93)

芦原　　亘(102)

橋本　伸一(109)

今野　清隆(118)

落合　　進(131)

加藤　垂博(140)

中川　　仁(153)

景山　幸二(165)

奥田　　隆(178)

門馬　孝之(184)

藤巻　伸一(195)

諸岡　直(207)

長門　　捗(213)

吉賀　豊司(224)

門　　宏超(232)

中村　正幸(243)

高橋　祐子(259)

安田　　康(4)

池上　　晋(ll)

小嶋　昭雄(20)

伊藤　達也(31)

小島　峯雄(37)

岡本　恵勝(47)

湯本　悦次(55)

重光　善弘(65)

平井　正志(79)

守山　義明(88)

小林　紀彦(94)

桜井　　勇(103)

倉持　正実(110)

古川いくよ(120)

鷹岡　芳年(133)

矢野　栄二(144)

上運天　博(156)

尾崎　政博(166)

橋本　恵子(179)

横山　和成(186)

沢辺　京子(197)

河合　守雄(208)

張　　薙恵(217)

雀　　用華(225)

カルニンチ寛子(233)

瀧　　瑞人(244)

水野　　壮(264)

小泉　銘冊(6)

永田　　徹(12)

書林　六朗(21)

櫛下町鉦敏(32)

盛-　嘉則(39)

米山　勝美(49)

浜村　徹三(56)

松本　　勤(67)

大内　　晴(80)

神谷　勇治(89)

仲谷　房治(96)

松下　一倍(105)

宇郷　裕三(111)

小金津碩城(122)

野田　博明(135)

渡辺　　司(147)

小作　明則(159)

川原　圭生(171)

嶋田　正和(180)

若山　健二(187)

船城　衛介(200)

榊原　　隆(209)

虞　　聖換(219)

田中　弘幸(226)

長岡　真帆(236)

成田　匡邦(246)

(

谷口　尚温(7)

中山　　勇(15)

荒井　　啓(28)

木村　　滋(33)

山崎　素直(41)

近藤　栄造(51)

宇佐美　進(57)

重野　武夫(68)

田代　茂喜(84)

山口　尭士(91)

日比　忠明(99)

)内は年次順番号

明田　　功(106)

佐藤　五月(115)

小野　知洋(126)

大塚　公人(136)

安田　　誠(148)

久場　洋之(161)

松尾　憲総(172)

川北　一人(181)

斎藤弥生子(189)

黄　　思良(205)

梁　　泳烈(210)

藤田　昭彦(221)

王　　敬銘(227)

大野　　彩(237)

加藤　ハナ(250)

小島　　誠(8)

岡田　　大(18)

桜井　宏紀(29)

川田　雅昭(35)

慮　　耀村(45)

汐崎　正生(53)

中野　昌俊(61)

本山　直樹(71)

森　　章夫(85)

山口　裕紀(92)

大嶋　保夫(101)

吉川　博道(108)

伊藤　高明(116)

林　　三徳(129)

武田　敏夫(139)

井上　博雅(149)

向畠　博行(162)

名和　哲夫(176)

鳴海　金吾(182)

柘植　尚志(191)

大海みゆき(206)

郡嶋　浩志(212)

布目　　司(222)

大島　由行(230)

和田　行央(241)

藤田　景子(251)


