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植物化学調節学会第 45 回大会プログラム

日時 ：平成 22 年 11 月 1 日（月）、2 日（火）

会場：神戸大学百年記念館（http://www.kobe-u.ac.jp/info/access/rokko/rokkodai-dai2.htm）

 〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1
 六甲ホール（2 階） : 口頭発表・総会・受賞講演・特別講演・記念講演

 多目的ラウンジ（3 階）: ポスター展示

 会議室 A（3 階） : 評議員会・編集委員会

 会議室 B（3 階） : クローク

【プログラム】

11 月 1 日（月）

　09:00～10:00　受付・ポスター貼り付け

　10:00～11:00　口頭発表（演題番号 1～20）
　11:00～12:00　口頭発表（演題番号 21～40）
　12:00～13:30　昼休み・評議員会

　13:30～14:20　総会・授賞式

　14:20～14:30　休憩

　14:30～14:55　受賞講演　学会賞　渡辺修治（静岡大学創造科学技術大学院）

 「花香気成分の生合成・発散制御の分子機構に関する生物有機化学的研究」

　14:55～15:20　受賞講演　学会賞　南原英司（トロント大学細胞システム生物学科）

 「アブシジン酸の代謝・情報伝達に関わる分子遺伝学的研究」

　15:20～15:40　受賞講演　奨励賞　岡澤敦司（大阪大学大学院工学研究科）

 「寄生植物の光応答に関する生理生化学的研究」

　15:40～16:00　受賞講演　奨励賞　真籠洋（理化学研究所植物科学センター）

 「ジベレリン活性を制御する酵素の分子生物学的研究」

　16:00～16:10　休憩

　16:10～16:50　特別講演　Abdel Gabar Babiker (College of Agricultural Studies, Sudan University of 
Science and Technology)

「Strigolactones : A genuine target for root parasitic weeds management」
　16:50～17:30　45 回大会記念講演　Peter Hedden (Rothamsted Research)

「Gibberellin biosynthesis and signal transduction: their roles in reproductive develop-
ment and root growth」

　18:30～20:30　懇親会

11 月 2 日（火）

　09:00～10:12　口頭発表（演題番号 41～64）
　10:12～10:20　休憩

　10:20～11:38　口頭発表（演題番号 65～90）
　11:38～11:45　記念写真撮影

　11:45～13:15　昼休み・編集委員会

　13:15～14:45　ポスター閲覧（奇数）

　14:45～16:15　ポスター閲覧（偶数）

　16:15～16:30　ポスター賞表彰式・閉会挨拶・ポスター撤去
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【受付】

　受付は、百年記念館 2 階にて、初日は 9 時より、2 日目は 8 時 45 分より開始します。

【参加費・懇親会費】

　大会参加費・懇親会費は当日も受け付けますが、できるだけ 10 月 22 日（金）までに、郵便振込

でお支払いのうえ（口座番号：00910-3-109026、加入者名：植物化学調節学会第 45 回大会実行委員

会）、学会ホームページ上で申し込みを済ませるように、ご協力をお願いします。9 月 7 日以降の支

払いでは、参加費・懇親会費とも 1,000 円高くなりますのでご注意ください。

　払い込みは、払込取扱票 1 枚あたり 1 名を厳守し、振込手数料は各自ご負担下さい。

　入金された内訳を大会実行委員会で把握するため、払込取扱票の通信欄に、下記の例に示す要領

で、会員・非会員、一般・学生の種別、金額をそれぞれ記載して下さい。

  【例 1】   【例 2】
 会員  非会員

 参加費　　学生　2,000 円

 懇親会費　学生　5,000 円 参加費　　一般　6,000 円

  合計　7,000 円  合計　6,000 円

　原則として参加費等の領収書は発行いたしません。郵便振替請求書兼受領書を各自保管して下さ

い。一旦払い込まれた参加費、懇親会費は返却できませんので、ご承知おき下さい。当日支払われ

る方は、参加・発表申し込みの有無にかかわらず、9 月 7 日（火）以降の払い込みと同額となりま

す。また、お支払いの際には釣り銭がいらぬようにご協力をお願いします。

【発表・講演】

＜口頭発表＞

　ショートプレゼンテーションでは講演者の交代時間も含めて 1 題 3 分です。質疑応答のための時

間は設けません。時間厳守でお願いします。OHC を用いますので、A4 版（横）の紙に印刷した原

稿をお持ちください。OHC 本体とスクリーンが離れていますので、原稿取り替えのための補助者を

講演者ご自身で確保してください。確保できない場合は、会場スタッフまでお申し出ください。前

演者の発表が始まりましたら、補助者とともに次演者席へお着きください。

＜ポスター発表＞

1.　ポスターは縦 150 cm、横 87 cm におさまるように作成してください。

2.　貼り付けに使う画鋲は大会実行委員会で準備します。

3.　ポスター賞は 4 件程度を予定しています。

【会場での飲食・喫煙】

　百年記念館での飲食喫煙は一切禁止されています。

会　　員 非　会　員

一　般 学　生 一　般 学　生

参加費
（9 月 6 日（月）までの払い込み）（3,000 円） （1,000 円） （5,000 円） （4,000 円）

9 月 7 日（火）以降の払い込み 4,000 円 2,000 円 6,000 円 5,000 円

懇親会費
（9 月 6 日（月）までの払い込み）（6,000 円） （4,000 円） （6,000 円） （4,000 円）

9 月 7 日（火）以降の払い込み 7,000 円 5,000 円 7,000 円 5,000 円
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【会場へのアクセス】

　電車：阪急「六甲」駅から徒歩 15～20 分 
　バス：阪神「御影」駅、JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅から神戸市バス 36 系統鶴甲団地行バス

に乗車、「神大本部工学部前」下車 
　タクシー：阪神「御影」駅から 15～20 分、JR「六甲道」駅から 10～15 分、

　　　　　　阪急「六甲」駅から 5～10 分

　大学構内に許可証のない車は入構できませんので、自家用車でのお越しはご遠慮下さい。

　新幹線「新神戸」駅からは神戸市営地下鉄西神・山手線で、神戸空港からは神戸新交通ポートア

イランド線で三宮へ出て、そこから阪急「六甲」駅へおいでください。

【懇親会場】

　神戸大学アカデミア館「さくら」（大会会場から徒歩約 10 分）

　市バス 36 系統　神大正門前下車  Tel: 078-882-5141

【昼食】

　キャンパス内の生協食堂で昼食をとれます。また、生協購買部でお弁当が販売されています。

【宿泊】

　神戸公式観光情報サイト（http://www.feel-kobe.jp/）に宿泊施設の紹介が掲載されています。各自

でご予約下さい。

【クローク】

　百年記念館 3 階（会議室 B）にクロークを準備します。ご利用ください。

【大会実行委員会連絡先】

　　〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1 神戸大学大学院農学研究科

 委　員　長 杉本　幸裕　e-mail: yukihiro@kobe-u.ac.jp
 事務連絡先 水谷　正治　e-mail: mizutani@gold.kobe-u.ac.jp
  Tel: 078-803-5885　FAX: 078-803-5884


