日本微生物資源学会第 25 回大会プログラム

会期：
平成 30 年 6 月 13 日（水）〜15 日（金）
会場：
国立研究開発法人国立環境研究所（茨城県つくば市小野川 16-2, http://www.nies.go.jp/）
大会事務局：
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2 国立環境研究所
Tel. 029-850-2424 Fax. 029-850-2587 e-mail: 25jsmrs@nies.go.jp
（大会長）河地正伸
（大会事務局）山口晴代
参加費：
事前振込（4 月 20 日まで）
会員：5,000 円 非会員：7,000 円 学生：1,000 円
4 月 21 日以降
会員：6,000 円 非会員：8,000 円 学生：2,000 円
懇親会費：
事前振込（4 月 20 日まで）
一般：6,500 円 学生：3,500 円
4 月 21 日以降
一般：7,500 円 学生：4,000 円
振込口座（ゆうちょ銀行）：
【ゆうちょ銀行から振り込まれる場合】
口座記号番号： 10610-49929301
口座名： 日本微生物資源学会第２５回大会事務局（ニホンビセイブツシゲンガッカイダイニジュウゴカイ
タイカイジムキョク）
【他の金融機関から振り込まれる場合】
銀行名： ゆうちょ銀行
店名：
0 六八（読み ゼロロクハチ）
店番：
068
預金種目： 普通預金
口座番号： 4992930
口座名称： 日本微生物資源学会第２５回大会事務局（ニホンビセイブツシゲンガッカイダイニジュウゴカ
イタイカイジムキョク）
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会場案内：
国立環境研究所へのアクセス
所在地：〒305-8506 茨城県つくば市小
野川 16-2
［秋葉原駅から］
つくばエクスプレス「秋葉原駅」から
「つくば駅」にて下車，所要時間：約
４５〜５５分
つくばセンター４番バスのりばから，
関東鉄道バスまたは JR バス関東「ひた
ち野うしく駅行」に乗車し，「環境研
究所」下車，所要時間：約１５〜２０
分

交通アクセス

［他のアクセス方法］
JR 常磐線を利用して，ひたち野うしく
駅経由で来所する方法もございます．
羽田空港から直接，つくば駅まで高速
バスが出ておりますが，2 時間に 1 本
程度の運行となっております．時間が合
わない場合は，一度，JR 等で東京駅八
重洲南口まで移動されますと，30 分に
１本程度の間隔で別の高速バスが利用可
能です．

周辺地図
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国立環境研究所内地図

大会会場案内図（大山記念ホール・中会議室）

編集委員会・カルチャーコレクション委員会・理事会会場案内図（地球温暖化棟）
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プログラム概要：
6 月 13 日（水）
12:30～14:00
14:00～15:00
15:00～18:00
6 月 14 日（木)
9:00～ 9:05
9:05〜 9:10
9:10～10:40
10:40～11:40
11:40〜12:40
12:40～14:10
14:10〜14:20
14:20〜15:35
15:35～15:45
15:45～16:30
16:30～17:40
17:40～18:30
18:30～20:30
6 月 15 日（金）
9:00～10:50
10:50〜11:00
11:00～12:15
12:15～12:20
12:20〜13:20
13:20～15:20

編集委員会
温暖化棟会議室１
カルチャーコレクション委員会 温暖化棟会議室１
理事会
温暖化棟会議室１
開会の挨拶
国立環境研究所理事長挨拶
実務ワークショップ
ポスター発表
お昼休み
一般講演（口頭）
休憩
一般講演（口頭）
休憩
総会
授賞式・受賞講演
移動
懇親会

大山記念ホール
大山記念ホール
大山記念ホール
大山記念ホール前
大山記念ホール
大山記念ホール
大山記念ホール
大山記念ホール
ホテルグランド東雲

系統分類部会主催シンポジウム 大山記念ホール
休憩
微生物資源基調講演
大山記念ホール
閉会式
大山記念ホール
お昼休み
エクスカーション

受付
事前参加登録者，当日参加者，招待参加者，いずれの方も受付で手続きをお済ませ下さい．受付は 6 月 14
日（木）8:30 から，大山記念ホール前で行います．お荷物は大山記念ホール前クロークにてお預かり致しま
す．なお，お荷物は 6 月 15 日（金）13:20 までにお引き取り下さい．
昼食
国立環境研究所周辺にはコンビニエンスストア，飲食店が数軒しかありません．事前にお弁当を注文され
た方は，大会受付時に引換券をお渡ししますので，お昼に受付に券をご持参下さい．中会議室は飲食可能で
す．また，国立環境研究所内には食堂（本館 I）があり，ご利用可能ですが混雑が予想されますのでお時間
に余裕を持ってご利用ください（営業時間 11:30〜13:30）．
休憩室
中会議室にお茶，お茶菓子等をご用意しております．
展示について
大山ホール前スペースにて，展示コーナーを設けております．休憩時間にぜひお立ち寄り下さい．
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託児について
本大会では，国立環境研究所内に託児室を開設いたします．託児室の場所は利用者のみにお知らせいたし
ます．
ポスター発表
ポスターは A0 サイズ（縦）以内で作成して下さい．固定用の両面テープは会場に準備いたします．6 月 14
日（木）10:30 までに発表者自身で掲示してください．なお，ポスターは 6 月 15 日（金）13:20 までに撤去
して下さい．
口頭発表
USB メモリもしくは CD でデータをご持参いただき，会場設置のパソコン(Windows 8, Powerpoint 2013)を
ご利用下さい．発表データは，6 月 14 日（木）12:30 までに大会受付に設置してあるパソコンに入れて下さ
い．Mac を使われる方で，各自のパソコンを利用希望の場合はご自身のパソコンを利用して構いませんが，
必ず 6 月 14 日（木）のお昼休みに試写を行って下さい．
ポスター賞・ベストプレゼンテーション賞
受賞者の発表は懇親会にて行います．
懇親会について
大会会場から懇親会会場（ホテルグランド東雲）まで送迎バスをご用意しております．6 月 14 日（木）
18:00 に出発しますので，一度，大山ホール前屋外にご参集下さい．懇親会終了後は先着 40 名までつくば駅
までバスでお送り致します．なお，懇親会会場からつくば駅は徒歩圏内です．
懇親会会場：「ホテルグランド東雲」茨城県つくば市小野崎 488-1，Tel. 029-856-2211
エクスカーション
国立環境研究所の３つの施設見学を企画いたしました．参加者は 6 月 15 日（金）13:20 に大山ホール前屋
外にご参集ください．
環境試料タイムカプセル棟 (http://www.nies.go.jp/biology/aboutus/facility/capsule.html)
微生物系統保存施設 (http://www.nies.go.jp/biology/aboutus/facility/micro.html)
生態毒性標準拠点 (http://www.nies.go.jp/risk_health/referncelab.html)
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