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報農後援会によせる辞

報農後援会会長塩津宏康

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「植物保護ノ、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、会員を結ぶ紳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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高齢者の事故に思う

シンジエンタジャパン（株）重野武夫

最近気になった事であるが、日本中毒情報センターのホ ットラインを通じ、 「89歳の農家の

女性がお茶と間違えて農薬を口に含んだが、すぐに味の違いに気づいて吐き出した。農薬をお

茶と同じ容器に移し替えて、お茶と共に畑に持参して事故に遭った」という報告、また 2週間

ほど前には、 「農薬希釈液をペットボトルに入れて冷蔵庫に保管していたところ、水と間違え

て摂取した」69歳男性の報告を頂いた。何れもすぐ吐きだし極々軽症ですみ大事に至らずほっ

とした。一般人には常識的には考えられないことだが、高齢者の場合は、思考 ・視覚 ・味覚の

衰えなど身体機能の低下で十分な注意を払えなくなり、誤飲 ・誤食による中毒事故に遭う機会

が多くなっているようだ。事故をいかに防ぐかが大きなポイントとなるが、物不足時代を経験

した 60歳後半～80歳後半の高齢者は、 『もったいない』といった過去の生活習慣の感覚で、

残り物を他の空いた飲料用ペットボトルなどに移し替え、冷蔵庫などに保管すること自体問題

だが、その事を失念して結果誤飲事故につながってしまっているかも知れない。最近の猛暑の

中エアコンを切り、熱中症で亡くなられるお年寄りのケースと一脈通じるものがあるようだ。

このことで、今年 3月農薬による人的事故調査結果が農水省 HPに公表されているのを思い

だした。それによると、誤飲 ・誤食事故が全体の 44%で、そのほとんどが 60歳以上、かっ 80

歳以上が何と 61%と報告されている。農水省は、事故を防止するためには、当然のことなが

ら ・農薬を飲料の空容器等に移し替えな~＇， ・農薬を飲食品とわけで保管 ・管理する、ょう警

告している。小職にとっても農薬危被害防止の観点から最重要課題だ。

藻谷浩介氏の『デフレの正体一経済は「人口の波」で動く』によれば、これから 10年～15

年先には、史上最大勢力の団塊世代が 65歳を超え、更にその先も、生産年齢人口の減少と 75

歳以上の後期高齢者の増加が続いてくる、と分析している。この高齢者のあらゆる場面での事

故発生の増加傾向は、人口の波がもうそこまで押し寄せていると言っても過言ではあるまい。

高齢者の事故軽減を考えるとき、加齢と言うファクターを考慮した対策をとらざるを得ない

し、加齢を考慮、に入れた適切な対策をとらない限り、事故は増え続くのではないかと懸念され

る。
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平成 24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41号を10月に発行、 全会員に配布した。

2.報農会シンポジウム『植物保護ハイビジョン－2012』 “最近の植物保護剤の特性

と使い方” (9月25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、 20万円を寄付した。

4.本年度は育英会員3名、特別会員2名の入会があ った。

平成24年度収支計算（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

収入の部 （単位： 円）

科 目 予算額 決 算額 比較増減 備 考

iヱE王‘ 費 290,000 296,000 6,000 

育英会員会費 144,000 146,000 2,000 

特別会員会費 146,000 150,000 4,000 

賛助会員会費 。 。 。
前 受会費 。 18,000 18 000 次年度以降会費

寄 付 金 50,000 81,000 31 000 

雑 収入 1,011 231 ム780預金利息

前期 繰 越 金 174,989 174,989 。
収入 合計 516,000 570,220 54,220 

支 出の部

科 目 予算額 決 算額 比較増減 備 考

事業費 100,000 93,435 ム6,565会誌発行

管理費 120,000 66,330 ム53,670

会議費 20,000 15,110 ム4,890

旅費交通費 10,000 8,340 ム1660

通信運搬費 40,000 26,080 ム13920 

消耗品費 20,000 16,800 ム3200 

雑費 30,000 。ム30000 

寄 付 金 200,000 200,000 0 （公財）報農会へ

予備費 96,000 。ム96,000

前 受会費 。 18,000 18,000 

次期 繰越金 192,455 192,455 

支 出合 計 516,000 570,220 54,220 
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平 成 25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42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。

平成25年度収支予算（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

収入の部 （単位 ：円）

科 目 予算額 前年度決算額 比較増減 備 考

tヨミ』 費 354 000 296 000 58,000 

育英会員会費 176,000 146,000 30,000 134名

特別会員会費 178,000 150,000 28,000 89名 （終身会員的会員を除く）

賛助会員会費 。 。 。
前受会費 2,000 18,000 ム16,000次年度以降会費

寄 付 金 50,000 81,000 ム31,000

雑収入 545 231 314 預金利息他

前期繰越金 192,455 174,989 17,466 

収入合 計 599,000 570,220 28, 780 

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 93,435 6,565 会誌発行他

管理費 120,000 66,330 53,670 

会議費 20,000 15,110 4,890 

旅費交通費 10,000 8,340 1,660 

通信運搬費 40,000 26,080 13,920 

消耗品費 20,000 16,800 3,200 

雑費 30,000 。 30,000 慶弔見舞他

寄付金 200,000 200,000 0 （公財） 報農会へ

予備費 177,000 。 177,000 

前受会 2,000 18,000 ム16,000

次期繰越金 192,455 ム192,455

支出合計 599 000 570 220 28, 780 

注） 別会計に100万円の定期預金がある。
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公益財団法人報農会平成 24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 （東北大、東大、農工大、岐車大、岡山大）に対

し、それぞれ年額36万円の育英費を支給した。

(2）農家子弟への奨学金の贈呈 ：5名の農業大学校在学生 （福島県、茨城県、 三重県、

香川県、長崎県）に対し、それぞれ賞状、 奨学金 10万円を贈呈 した。

2.植物防疫に関する学術 ・技術の交流

関係学会、国際交流等に対する経費の援助申請はなかった。

3.植物防疫の発展に寄与した功績者の表彰 （第 27回）

表彰式を平成 24年 9月25日に 「北とぴあ」天覧の間で行い、長谷川邦一、牧野秋雄、

宮原和夫の3氏に功労賞 （賞状、正賞、副賞） を贈呈した。

4.植物防疫に関する シンポジウム （第 27回）の開催

『植物保護ハイビジョン－2012』“最近の植物保護剤の特性と使い方”をテーマと

して 9月25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

0植物病害防除における抵抗性誘導剤の現状と展望

横浜国立大学大学院環境情報研究院 平塚和之

Oマクロライド系殺虫剤の特性とその使い方について

近畿大学 ・名古屋大学 ・（株）エムシー緑化 田中啓司

0最近の水田問題雑草と除草剤の開発および雑草防除

（公財）日本植物調節剤研究協会 横山昌雄

0新規鮮度保持剤 1-MCPの作用機構と使用について

（独）農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所 立木 美保

0新しい製剤 ・施用法の開発動向 一省力的な製剤および施用法について一

日本農薬学会農薬製剤 ・施用法研究会 辻 孝三

0海外向けコメの輸出についての取り組みと最近の動向

新潟県新潟市農事組合法人木津みずほ生産組合 坪谷利之

5. その他

報農後援会の事務を処理し、 会誌 「ろまん報農」第 41号の発行を支援した。
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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

小松原慈人（東北大学大学院農学研究科博士課程）

『新たな害虫防除剤の開発に利用可能な桑由来の成分に関する研究』

柏 毅（東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程）

『キャベツ萎黄病菌の病原性関連因子の分子生物学的解析』

堀田 佳祐（岐阜大学大学院応用生物科学研究科修士課程）

『養液栽培で問題となる植物病原性 Pythj

大谷 征史（東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程）

『ジベレリン分解酵素の阻害剤の開発』

田中 佳織（岡山大学大学院環境生命科学研究科博士課程）

「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

小林 俊樹（福島県農業総合センター農業短期大学校）

『雨除けキュウリ栽培におけるスワルスキーカ ブリダニを利用した害

虫防除について』

友部孝紀（茨城県立農業大学校）

『ダイズ栽培における中耕による雑草防除効果』

贋田 裕也（三重県農業大学校）

『天敵にやさしい農薬を利用した茶の新害虫チャトゲコナジラミの生

物的防除』

宮武貴大（香川県立農業大学校）

『ブドウ若木 「シャインマスカット」のフルメット液剤による果実肥大

促進効果の検討』

本多信之介（長崎県立農業大学校）

「春作かぼちゃにおける有機栽培の可能性の検討』

公益財団法人報農会役員名簿 （平成 25年9月1日現在〉

翠重長：上路雅子 童董盟主：藤田肖子

望__j重：回付貞洋 堀江博道

監一室 ：上山功夫 松木 三男

直一盟： 岩本 毅 八反田一三 吉田孝二
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オ5 矢日らそ全

第28回報農会シンポジウム 『植物保護ハイビジョンー2013』

一一生産環境の変化と作物保護技術の再評価一一

＊日時平成25年9月26日（木） 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Jで第28回功績者表彰式と祝賀会が

開催されます。表彰者は東勝千代（元和歌山県農業試験場）、多久田達雄

（元島根県農業試験場） 、吉田桂輔（元福岡県農業試験場）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25年度）

金一一長：塩津宏康

童丘里重： 井上智広 （アグロカネショウ鮒） 重野武夫（シンジエンタジャパン（株））

野田博明 （農業生物資源研究所）

聖一一童： ．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）

i陸,ff_ 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
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編集後記

異常気象という言葉が頻繁に聞かれるようになってから久しい。地球の温暖化現象のため

に、圏内の日最高気温はどんどん更新されており、今年は高知県の四万十市で 41.0℃を記録

した。既に全国複数箇所で 40。C以上を記録しているという。また東・西日本太平洋側と沖縄・

奄美では降水量が少ない状態が続いている。それに反し、山口、秋田、島根…と豪雨に見舞

われ、．莫大な被害をもたらしている。

気温の 1。Cの違いは緯度 lOOkmに相当するという。東京は 100年で5。C上がっているので、

今の東京は 100年前の鹿児島の南端の気温に相当するという。また、高度で言うと 1。CはlOOm

に相当するので、例えば 2000mで育っていた高山植物は気温が 3℃上がってしまったら

2300mの高度でなければ育たなくなってしまうことになる。これでは地域の生態系が変わっ

てしまう。とても危険な状態である。

ところで、私はここ数年、趣味として植物を育てたり小さな家庭菜園を試み始めた。 しか

し、今年はいくら努力しても植物が次々枯れていってしまう。害虫も増えていく…。せっか

く大きくなり始めたコールラビが一夜にして丸坊主になってしまった。よくよくみたら何の

幼虫なのか、青虫が 3匹、茎を装って留まっていた。実に本物の茎そっくり。お見事！と怒

りを忘れて感心してしまった。でも、 “これも異常気象のせいなのだ”とあきらめていると

ころに、家族から追い打ちをかけるように 「本当に農学部卒業なの？」と言われてしまって、

すっかり自信喪失。

少子高齢化で、若手会員が少なくなってしまい、ずるずると私が編集後記を引き受けてき

たが、そろそろ若手にバトンタッチをお願いしていい頃かなと思う今日この頃である。今後

は微力ながら、皆さんのフォロ一役に徹していきたいと思う。

最後になりましたが、巻頭言を快く引き受けて下さいました重野氏にこの場を借りてお礼

申し上げます。また、諸般の事情によりまして、発行が遅くなりましたことをお詫び申し上

げます。 （塩津宏康）

0皆様のご支援に深くお礼申し上げます。

0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。

0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。

O郵便振替口座番号 00140-1-121402

第42号平成25年 9月1日発行

発行者塩津宏康

発行所報農後援会

干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 
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大大 （会員消息） 大大

0新入会員（平成24年10月1日から平成25年8月26日、敬称略）

育英会員 小嶋 健 久村由美子 馬場陽平

特別会員 安東和彦 曽根 一人

一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一－一ーーーー・ーーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー’一－－－－－－－－－－－－－－－－－－

報農後援会特別会員名簿 (25. 8. 26現在 96名）

荒木隆男 有本 裕 安東和彦 池庄司敏明 池田二＝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 大畑貫一 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

杉野多高司 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 回付貞洋 館野浩一 田中敏夫

谷口 武 田 畑 勝 洋 田漬康夫 土屋健一 都築 言旬 露無慎二

寺岡 徹 寺中 理 明 藤保純夫 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 a匡 古市尚高

古揮 巌 古橋嘉一 堀川知蹟 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 輿良 清
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報農後援会育英会員名簿 (25.8.26現在 134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）庫 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)

塩津宏康（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) 山口尭士（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 旦(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) 小金津碩城(122) 小野知洋(126〕 林 二徳(129) 落合 進(131)

虜岡芳年(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）粛藤弥生子(189）柘植尚志(191) 藤巻伸一(195)

沢辺京子(197) 船城衛介（200） 黄 思良（205) 大海みゆき（206) 諸問 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 誼恵（217) 虚 聖燥（219）藤田昭彦（221) 布目 司（222）吉賀豊司（224)

崖 用華（225) 田中弘幸（226） 王 敬銘（227）大島由行（230）門 宏超（232〕

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)
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