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（Google マップより掲載） 

（那覇空港より高速バスに乗車（約 40 分）し、「琉大入口」で

下車、琉球大学農学部まで徒歩 10 分） 
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平成 29 年 8 月 

 

国際植物増殖者会議 

日本支部会員および関係者各位 

 

IPPS 日本支部 第 24 回沖縄大会 

                                       実行委員長 前田 隆昭 

 

IPPS 日本支部 第 24 回沖縄大会へのお誘い 

 

 拝啓 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 国際植物増殖者会議（International Plant Propagators’ Society：IPPS）は、1951 年にアメリカ・

クリーブランドで発足し、基本理念・Seek and Share（共に分かち合う）をモットーとして、世界

8 地域に支部組織を持つ植物増殖者・生産者・研究者・関連業者を中心とした国際組織です。それ

ぞれの支部では、活発な情報交換・交流を行う支部大会を開催しており、このたびは沖縄におきま

して初めて日本支部大会を開催することとなりました。沖縄は、日本で唯一の亜熱帯地域であり、

サトウキビやパイナップルをはじめとして多くの熱帯作物が栽培されています。そこで、本大会は

今までとは異なり、見学を主体とした大会を予定しています。那覇市内から大会会場および見学先

へのバスは「スマイルホテル那覇シティリゾート」の駐車場から出発予定です（下図参照）。 

 また、大会初日には、沖縄美ら島財団総合研究センターの佐藤裕之研究員による特別講演『沖縄産カ

ランコエを品種改良した「ちゅらら」誕生の経緯と今後の展望について』が企画されています。この特

別講演を含め、普段、あまり馴染みのない亜熱帯園芸作物に触れる機会の場を提供させて頂きますので、

多数の皆様の沖縄大会へのご参加をお待ちしております。 

 なお、今回は宿泊先や交通の斡旋、紹介等は行いません。オフシーズンとはいえ、週末の飛行機

は混雑しますので参加される方は早めの予約をお願いします。 

敬具 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バスの出発場所 

懇親会会場 四つ竹 



 

 

IPPS 日本支部 第 24 回沖縄大会のご案内 

 

１．日程 

＊11 月 18 日（土） 特別講演、研究発表、総会、（一般見学）、現地視察、懇親会 

―ホテル駐車場出発 8:30 【貸し切りバスで会場まで案内します。遅れないように集合し

て下さい。】 

―受付 9:30～10:00 【9:30～12:30 一般見学（首里城、福州園、識名園などの観

光地、ただし希望者多数の場合）】 

―開催 10:00    【研究発表会場：琉球大学農学部 209 講義室】 

―特別講演  10:05～11:00 ＊一般社団法人 沖縄美ら島財団 総合研究センター 

植物研究室 研究員 佐藤裕之氏 

―研究発表 11:00～12:00  

―総会 12:00～12:40 

―昼食 12:40～13:10 （会員以外の方は、別室で 12:00 から昼食） 

―現地視察 13:10～17:30 （熱帯果樹の生産：熱田守氏と金城幸栄氏の農園） 

―懇親会 18:30～20:30 （琉球料理と琉球舞踊『四つ竹』 TEL: 098-866-3333） 

＊11 月 19 日（日） 現地視察 

―ホテル駐車場出発 8:30     【貸し切りバスで現地視察します。遅れないよ     

うに集合して下さい。】 

―野原農園 9:30～10:30  （造園木の苗木生産） 

―スコヤカ園芸 11:00～12:00 （熱帯花木の苗木生産） 

―昼食 12:00～13:00 （そば処 とぅんち小 西崎店〈沖縄そば〉） 

―泡盛まさひろギャラリー 13:30～15:00 （見学、泡盛の試飲） 

―解散      15:30        （那覇空港） 

 

２．参加費                会員・一般 

①研究発表・講演会、懇親会、産地見学    16,000 円 

②一般見学、懇親会、産地見学        16,000 円 

③研究発表・講演会、懇親会         14,000 円 

④研究発表・講演会のみ           6,000 円 

⑤懇親会のみ                                7,000 円 

⑥産地見学のみ               6,000 円 

（②、⑤、⑥を申し込んだ方には、「講演要旨集」の配布はありませんのでご注意下さい。） 

○参加申込み 

同封の参加申込書に必要事項を記入の上、2017 年 10 月 10 日までに FAX あるいは E-mail で実

行委員会までお申し込み頂き、10 月 16 日までに参加費を次ページ記載の銀行口座にお振込み下さ

い。10 月 16 日までにお振込されない場合はキャンセルとみなしますので、十分ご注意下さい。な

お、学生の方は、別料金を設定していますので、実行委員会までお問い合わせ下さい。 



 

 

○参加費のお振込先 

 銀行名：宮崎銀行 都北町支店（店番号:308）         口座番号：普通口座 151999  

 加入者名：IPPS 第 24 回沖縄大会実行委員会 代表 前田隆昭 

 

３．研究発表 

 植物増殖、植物生産、関係研究、関連業種に関する研究発表、技術資料、トピック等の発表、生

産資材等に関する発表を募集します。 

発表形式は、プロジェクターによる口頭発表とし、発表者はノートパソコン等を持参して下さい。

発表時間は 1 課題 12 分、質疑応答を含めて 15 分となっています。発表を希望される方は発表申込

みの旨を E-mail で下記にご連絡いただくとともに、下記の要領に従って発表要旨を作成し、同所へ

E-mail で送付してください。要旨は和文で作成してください。なお、本大会は見学を主体として実

施させて頂くため、研究発表は数課題とさせて頂きます。したがって、先着順で発表を受け付け、

発表数が一定数を超えた場合、締切らせて頂きます。何卒ご了承頂きますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

また、ブラックブックへ投稿する英語原稿は、2017 年 10 月 16 日までに E-mail で提出してくだ

さい。作成要領は http://www.ippsjapan.org/news/GUIDE2011_0807.pdf を参照してください。 

 

○研究発表に関するお問い合わせ先、申し込み先  IPPS-J 編集理事 冨田 正徳 

E-mail：tomita@ippsjapan.org 

 

研究発表要旨の作成 

①図表、写真を含め、A4 用紙 2 枚に作成す

る。 

②上下 30mm、左右 25mm の空白（マージ

ン）をとる。 

③字数は 1 行 40 字×40 行とする。 

④最初の行に表題を記載し、改行して所属、

氏名、再び改行して所属の郵便番号、住所、

さらに改行して本文を記入する。表題～本

文は文字サイズ 12 ポイントとする。 

⑤表題、所属・氏名、所属の郵便番号・住所・

メールアドレスおよび本文の間には、それ

ぞれ空白行を 1 行入れる。 

30mm 

30mm 

25mm 25mm 

題目 

所属 氏名 

所属の郵便番号 住所 Email address 

大会に関するお問い合わせ 

  IPPS 日本支部 第 24 回沖縄大会 実行委員会 

  〒885-0035 宮崎県都城市立野町 3764 番地 1 

  南九州大学 環境園芸学部 環境園芸学科 果樹園芸学研究室 前田 隆昭 

  TEL：0986-46-1062 FAX：0986-38-7208  E-mail：tmaeda@nankyudai.ac.jp 


