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１．日程 

2022 年 10 月 22 日（土） 岐阜市文化センター 展示室 

12:30～13:00 受付 

13:00～13:10 開会あいさつ 

13:10～14:10 基調講演 

名古屋大学 生物機能開発利用研究センター 

准教授 野田口 理孝 先生 

『植物増殖に向けた接木研究』 

14:20～16:35 研究発表 

16:45～17:25 総会 

18:00～20:00 懇親会 

 

2022 年 10 月 23 日（日） 産地見学会 

8:30 集合（JR 岐阜駅前 団体バス乗車場） 

  岐阜市近郊の生産者等の見学、昼食込み 

15:30 解散（JR 岐阜駅前 団体バス乗車場） 

 

２．会場情報 

総会、基調講演、研究発表会 

岐阜市文化センター 3 階 展示室 

・  岐阜県岐阜市金町５丁目７−２ 

・ 岐阜駅より徒歩約 10 分、路線バスあり（岐阜バス、最寄りバス停「文化セ

ンター金神社前」） 

懇親会 

岐阜市文化センター近辺の飲食店を予定 

・ 新型コロナウイルス感染症の社会情勢や国・自治体の指針に沿って実

施の可否を決定しますので、懇親会費は当日徴収とします。参加申し

込みのみ事前にお願いします。 



会場付近案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会・基調講演・研究発表会 会場 

（岐阜市文化センター） 

最寄りバス停 

（「文化センター金神社前」） 

産地見学会 

集合・解散場所 

（「団体バス乗車場」） 

名古屋鉄道 

名鉄岐阜駅 

JR 

岐阜駅 100 m 



３．大会参加費 

参加申し込み方法 

同封の参加申込書に必要事項を記入の上、9 月 30 日までに、FAX、郵送もしく

は E-メールにて申し込むとともに、参加費を 9 月 30 日までにお振込みください。

E-メールでの参加申し込みの場合は、参加申込書の必要事項をメール本文に記

載いただいても構いません。 

基調講演および研究発表会は当日参加も可能ですが、懇親会および見学会へ

の参加については事前申し込みでのみ受け付けます。 

 

参加申し込み先 

〒501-1193 

岐阜県岐阜市柳戸 1-1 岐阜大学応用生物科学部園芸学研究室内 

IPPS-J 第 27 回岐阜大会実行委員会 落合 正樹 

Tel＆Fax：058-293-3418 

E-mail：mochiai@gifu-u.ac.jp 

 

参加費の内訳 

 
基調講演・ 

研究発表会 
産地見学会 

振り込み 

合計金額 

 
 懇親会 

会員・ 

非会員 
6,000 円 4,000 円 10,000 円 

会員・ 

非会員 

※当日徴収 

（5 千円程度） 

会員家族 5,000 円 3,000 円 8,000 円 会員家族 
※当日徴収 

（5 千円程度） 

学生 

（会員・非会員） 
4,000 円 3,000 円 7,000 円 

学生 

（会員・非会員） 

※当日徴収 

（4 千円程度） 

※懇親会は開催の可否が不透明なため、懇親会費は当日に徴収します。 

 

参加費の振込み先 

十六銀行   店番 １１１  口座番号 １６５４６２５ 

加入者名： IPPS-J 第２７回岐阜大会実行委員会 代表 落合正樹 

（恐れ入りますが、振込手数料は参加者各自でご負担願います。） 



４．宿泊 

 宿泊の斡旋はいたしません、各自でご予約・お支払いをお願いします。 

 

 

５．研究発表の募集 

発表内容および方法 

植物増殖、植物生産、生産資材に関連する研究、技術開発、技術紹介、トピック

紹介、企業等での実践的な取り組みに関する発表を募集します。発表時間は 12

分間で、その後 3 分間の討議時間を設けます。 

発表は、大会で用意する Windows 搭載のパソコンを用い、プレゼンテーションソ

フトには Microsoft PowerPoint を使用します。発表資料は USB フラッシュメモリに

て当日ご持参ください。 

 

申し込み方法 

発表申し込みは 8 月 31 日までに IPPS‐J 編集理事 冨田

（tomita@ippsjapan.org）宛に、発表要旨を添付して E メールにてご連絡ください。発

表要旨は下記の作成要領に沿って作成してください。 

なお、発表内容は IPPS 国際年報（ブラックブック）にも掲載されますので、英文

原稿についても、10 月 22 日までに IPPS‐J 編集理事 冨田

（tomita@ippsjapan.org）宛に送付してください。英文原稿の作成方法は以下の URL

をご参照ください。 

http://www.ippsjapan.org/news/GUIDE2011_0807.pdf 

 

発表要旨の作成要領 

①本文および図表や写真を含めて A4 用紙 2 枚とする。 

②上下 30 mm、左右 25 mm のマージン（空白）をとる。 

③字数および行数は、1 行当たり 40 字×40 行とする。文字サイズは題目のみ 14 

pt とし、それ以外は 12 pt とする。 

④冒頭には、題目、所属および氏名、所属の郵便番号・住所・E メールアドレスを

記載する。 



⑤題目、所属および氏名、所属の郵便番号・住所・発表者の E メールアドレス、本

文の間には、それぞれ空白の行を 1 行挿入する。 

 

発表要旨の様式 

 

英文原稿の概要 

国際団体である IPPS の発表は、本来、英文フルペーパーとして年報に投稿する

ことが義務づけられておりますが、日本支部の地域性に配慮し英文要旨のみの掲

載も許可されております。 

 

英文要旨： 本文はタイトル、所属、引用文献を含めて 350 word 以上。 

必要に応じて引用文献（LITERATURE CITED）を文末に付す。 

内容説明を助ける表、図、写真を必ず 1 枚以上付けること。 

フルペーパー： 本文はタイトル、所属、引用文献を含めて 2000 word 程度まで。 

図表あわせて 10 枚程度まで。（この量を超える時はあらかじめご

相談ください。） 

 

詳細な作成方法は必ず以下の URL をご参照ください。 

http://www.ippsjapan.org/news/GUIDE2011_0807.pdf 



６．企業展示スペースのご案内 

基調講演・研究発表会・総会の会場後方に展示スペースを 5 ブース設けます。 

ポスター、チラシ、植物、資材などを設置していただき、企業紹介、製品紹介、研

究紹介などの場としてご活用ください。 

パネルと長机をご用意します。1 ブースあたり幅 90 cm で、電源コンセントを使用

可能です。搬入は当日（10 月 22 日）の 10：00～12：40、撤収は同日 17：25～18：

00 の間にお願いします。 

出展の申し込みは、10 月上旬までを目途に大会実行委員会（９．大会に関する

問い合わせ先をご参照ください）宛にお願いします。先着順で受付いたします。 

 

出展料：500 円／1 ブース（当日の現金払い、振り込みのいずれでも対応可。） 

 

 

 

 

会場レイアウト 

 

  

受付・ 

出入口 

企業展示用長机 

企業展示用パネル 

参加者席 

発表用 

スクリーン 

演台 



７．広告協賛のお願い 

国際植物増殖者会議日本支部の年次大会では、大会要旨集を作成し大会参加

者および希望者に頒布しております。今大会においても要旨集（A4 判）に広告の

掲載スペースを設けますので、本会の趣旨にご賛同いただき、広告協賛をお願い

申し上げます。 

なお、申し込み方法、および広告枠の大きさと協賛料金は下記の通りです。掲載

場所につきましては、実行委員会にご一任ください。 

 

広告枠の大きさと協賛料金 

① A4 判 1/8 頁   （縦約 5.5cm×横約 8.0cm）  5,000 円 

② A4 判 1/4 頁縦長 （縦約 12.0cm×横約 8.0cm） 10,000 円 

③ A4 判 1/4 頁横長 （縦約 5.5cm×横約 16.5cm） 10,000 円 

④ A4 判 1/2 頁    （縦約 12.0cm×横約 16.5cm） 20,000 円 

⑤ A4 判 1 頁   （縦約 24.5cm×横約 16.5cm） 30,000 円 

 

申込先および広告原稿の提出方法 

8 月 31 日までに大会実行委員会（９．大会に関する問い合わせ先をご参照くだ

さい）宛にお申し込みいただくとともに、広告原稿についても 8 月 31 日までに大

会実行委員会にお送りください。カラー原稿はカラー刷りで掲載いたします。 

 

振込先 

十六銀行   店番 １１１  口座番号 １６５４６２５ 

加入者名： IPPS-J 第２７回岐阜大会実行委員会 代表 落合正樹 

（恐れ入りますが、振込手数料は参加者各自でご負担願います。） 

 

  



８．新型コロナウイルス感染症対策について 

・ 会場には手指消毒液をご用意するとともに、換気を徹底いたします。 

・ 会場ではマスクの着用と手指消毒の徹底をお願いします。 

・ 体調不良の場合は参加をお控えください。 

・ 新型コロナウイルスの流行によっては、国や自治体の指針、会場施設の方針に

従って開催の中止やオンラインでの実施を検討する可能性があります。 

 

 

 

 

９．大会に関する問い合わせ先 

IPPS-J 第 27 回岐阜大会実行委員会 

〒501-1193 

岐阜県岐阜市柳戸 1-1 

岐阜大学応用生物科学部園芸学研究室内 

落合 正樹 

Tel＆Fax：058-293-3418 

E-mail：mochiai@gifu-u.ac.jp 

 

  



IPPS-J 第 27 回岐阜大会 参加申込書 （9 月 30 日〆切） 

お問合せ・お申し込み先 

【郵送】 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸 1-1 

岐阜大学応用生物科学部園芸学研究室内 

IPPS-J 第 27 回岐阜大会実行委員会 

落合 正樹        （TEL： 058-293-3418） 

【FAX】  058-293-3418 【E-mail】 mochiai@gifu-u.ac.jp 

氏名（ふりがな）     （       ） 

所属            

資料等送付先住所 

〒           

           

電話番号        FAX      

E メールアドレス          

該当する会員区分と参加内容の組み合わせの欄中に〇を付してください 

 
基調講演・ 

研究発表会 
産地見学会 

振り込み 

合計金額 

 
 懇親会 

会員・ 

非会員 

 

（6,000 円） 

 

（4,000 円） 
10,000 円 

会員・ 

非会員 

 

(当日徴収約 5 千円) 

会員家族 
 

（5,000 円） 

 

（3,000 円） 

8,000 円 会員家族 
 

(当日徴収約 5 千円) 

学生 

（会員・非会員） 

 

（4,000 円） 

 

（3,000 円） 

7,000 円 
学生 

（会員・非会員） 

 

(当日徴収約 4 千円) 

振込金額   円 （※懇親会費は当日徴収しますので振り込まないでください） 

振込口座：十六銀行 店番 111 口座番号 1654625 IPPS-J 第 27 回岐阜大会実行委員会 代表 落合正樹 

連絡欄 


