
2012年度日本菌学会西日本支部大会のお知らせ 

                    2012年 9月吉日 

 

 2012 年度の日本菌学会西日本支部大会を下記の要領で開催いたします。会場は関西の北摂と

呼ばれる地域である池田市の郊外リゾートです。また、翌日の菌類観察会は同じ北摂の箕面市の

府営箕面公園周辺を予定しています。 

まず、特別講演は、立命館大学（京都大学名誉教授）今中忠行先生に、菌学講座は、大阪府立

大学大学院 上田光宏 先生にお願いしています。今中先生には南極観測隊員としてのご経験から、

南極の大自然と生物についてお話しいただく予定です。また菌学講座では、上田先生には酵素の

スペシャリストとして、きのこ由来の酵素を用いた女性ホルモンの除去に関してご講演いただく

予定です。いずれも得がたい貴重な機会かと思いますのでふるってご参加いただきますようお願

い申し上げます。 

 また、一般講演での講演も募集いたします。特に学生・大学院生の方々には、学会発表なども

ってのほかと考えずに、是非アプローチされることを希望しております。特に、研究半ばのテー

マでも発表していただくことを大歓迎しております。また、ご参加くださった有名な先生方から

アドバイスをいただけたり、普段は絶対にお話しできない先生や研究者の方々と気さくに交流で

きたり、いい機会です。 

 翌日の観察会では、標高約 100から 600m、主にアベマキ、アラカシ、ウラジロガシ、クヌギ、

クリ、コナラなどのブナ科の広葉樹林が広がり、イロハモミジなどの野生カエデも加わり、紅葉

も楽しめるかと思います。 

西日本支部会員以外の方のご参加も歓迎いたします。学生、大学院生の方も含め、どうか多数

の皆様の参加を希望いたします。 

なお、会場にお出での際は、是非、宿舎の露天風呂と紅葉の始まりをお楽しみください。 

 

2012年度日本菌学会西日本支部 

大会準備委員長  酒井 健雄 

 

記 

 

2012年度日本菌学会西日本支部大会 

１．会場 

 宿泊並びにセミナー会場   

   伏尾温泉 不死王閣 〒563-8585  大阪府池田市伏尾町 128-1 

            http://www.fushioukaku.co.jp/ 

観察会 大阪府箕面市内 大阪府立箕面公園周辺を予定  

 

２．開催日程（予定） 

 11月 3日（土 祝日） 

   12：30 ～  受付 

   12：20 ～13：05 役員会 



   13：10 ～13：50     総会 

   14：00 ～15：00  一般講演 

   15：05 ～15：35 菌学講座 

    「きのこ由来の酵素を用いた女性ホルモンの除去に関する研究」（仮題） 

      大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科応用生命科学専攻 上田光宏 先生 

   15：45 ～17：15 特別講演   

    「南極の大自然と生物たち」 

立命館大学 生命科学部生物工学科 今中忠行 先生 

   18：30 ～      懇親会 

      

   なお、講演題数によって時間が多少前後する場合がありますので予めご了承下さい。 

 

11月 4日（日） 

    9：00   宿舎出発（専用バス）池田から箕面まで阪急電鉄に乗車 

    9：30   阪急電鉄「箕面駅」前着 

   10：30 ～  菌類観察会 10：00に駅前を出発予定 

   12：30 ～  きのこの同定会（公園内にて） 

   13：30   参加者写真撮影後、閉会 

※ 昼食は各自適宜おとりください。 

※ 昼食を購入される方は箕面駅前にコンビニがあります。 

※ 宿泊されない方は 10：00までに直接阪急電鉄「箕面駅」にお集まりください。 

 

３．参加費（若干変更のある場合があります） 

 宿泊あり：1人 17,000円（学生 15,000円） 

 （内訳：会場費、資料代、懇親会費、入湯税、宿泊及び朝食代を含む） 

 宿泊なし：1人  9,000円（学生 7,000円） 

 （内訳：会場費、資料代、懇親会費、入湯税不要；入浴可能） 

 宿泊なし・懇親会不参加：1人 2,000円（学生 1,000円） 

 （内訳：会場費、資料代を含む；入浴不可） 

※ 参加費は当日の受付時に徴収いたします。釣り銭のないようにしていただくとあり

がたいです。領収書が必要な方はその際お申し出ください。なお傷害保険は今回か

けておりませんので必要な方は各自でご手配ください。 

 ※ 池田から箕面まで交通費が別途 180円かかります 

４．定員 

 約 50名（会員優先を前提とし、会場での宿泊は 30名まで先着順となります） 

  

５．大会参加・きのこ観察会参加および一般講演申込み 

 申し込みは郵送・FAX で、お願いいたします。申し込み確認を 1 週以内に連絡しますのでそ

れが来ない場合は大会準備委員長 酒井までご連絡ください。 

 「件名：2012年度日本菌学会西日本支部大会申し込み」として、 

1：氏名、2：性別、3：連絡先住所・電話、メールアドレス、4：会員・非会員、5：参加の形式

（宿泊の有無 観察会参加の有無とバス利用の有無）６：往きの会場までの交通手段（直通バス



の利用の有無） 7：その他 を記載して申し込み願います。申し込み用紙を参照ください。な

お、宿泊は相部屋となりますので、人数と部屋割りについてはご一任願います。相部屋を希望さ

れる氏名は 7:その他でお知らせください。出来るだけご希望に添うようにいたしますが、添え

ない場合はなにとぞご容赦ください。 

 

 一般講演をご希望される方は、7：その他で一般講演希望と記載してください。 

 講演要旨の様式は自由ですが、必ず和文と英文の演題、発表者名(発表者名の前に○印をつけ

る)、所属先を明記してください。文書書式は A4サイズで上下 30mm の余白をつけてください。

pdf ファイル（7MB以下）で添付ファイルにて講演要旨として提出願います。講演時間は質疑応

答を含めて 15分程度を予定しています。発表は液晶プロジェクターPowerPoint による発表のみ

とします。発表スライドのデータは PowerPoint 形式で保存した CD あるいは USB メモリを発

表者の氏名、所属、演題名を明記のうえ 10 月 26 日（金）までに ７．申込先宛で郵送くださ

い。 

 郵送または FAXで大会への参加を希望される場合、添付別紙に記入の上、お申込み下さい。 

 

６．交通機関 

・11月 3日（土）  

 JR新大阪駅から宿舎の無料直通チャーターバス 新大阪駅 1階バス乗り場 11：20集合 

  下記の地図の１Ｆです。奥ではなく、なるべく道路よりでお待ちください。 

（定員あり。事前に申し込み用紙で申し込み要。先着順としますが、先に役員会を開催するた

め、役員を優先させていただきますので、その点はなにとぞご容赦ください） 

新大阪駅構内地図： 

 

 

 上記直通バスに乗らない方は 

  阪急宝塚線 池田駅から阪急バス 伏尾バス停下車 約 15分に 1本 約 20分 

        西乗り場 ３番乗り口 系統 26 131 135 136 139 に乗車 

  阪急池田駅から無料宿舎送迎バス 10:40 11:40 14:40 15:40発  

（予約制;事前に宿舎に連絡要 不死王閣 072-751-3540） 



  阪急池田駅からタクシー 約 15分 約 1700 円 

JR宝塚線 川西池田駅からタクシー 約 20分 高速代込み 2000円強 

        （JR新大阪からであればこのルートは最速 路線バスはなし） 

  大阪伊丹空港からタクシー 約 20分 約 3500 円  

  自家用車の方は右を参照 → http://www.fushioukaku.co.jp/access/ 

 

７．申し込み等締め切り   

  参  加   2012年 10月 22日（月） 

  講演要旨   2012年 10月 26日（金） 

  発表スライド 2012年 10月 26日（金） 

 

８．送付先およびお問合せ先  

酒井 健雄   

〒660-0862  兵庫県尼崎市開明町 3-29 中馬病院内 

※（“中馬病院内”をお忘れなきよう） 

TEL 06-6411-6081 

FAX 06-6413-1375 

 

 

おわび；会員に郵送したもの及びダウンロード用 PDF とこの HP の内容に以下につき、

一部変更があります。 

１）2日目発のバスは池田までとなり、池田から箕面まで阪急電鉄に乗車します。 

別途 180円かかりますのでご了承ください。 

２）申し込みは会員を優先させていただきます。 

以上 



2012年度日本菌学会西日本支部大会申込書 

（2012年 10月 22日（月）必着） 

必要事項を全て入力の上、郵送・FAXでお送り下さい。 

   

１． フリガナ 

氏名  

２．性別 

      男    ・    女 

 

 

 ３．連絡先住所、電話番号、FAX番号、E-mail アドレス（誤記なきようお願いいたします） 

 〒 

    

 

電話番号： 

FAX番号： 

  E-mail アドレス： 

 

 

４．会員・非会員の別    

      会員      非会員     

※ 学生の場合は大学名を書いて下さい 

            大学 

  

 

５． 参加の形式 

 

宿泊の有無：         宿泊あり      宿泊なし 

懇親会参加の有無：      参加        不参加 

    観察会参加の有無：      参加        不参加 

       観察会場への専用バス乗車   乗る        乗らない 

  

 

６ 会場までの交通手段 

公 共 交 通 機 関  自 家 用 車 

 

新大阪からの直通チャーターバスに：  乗る         乗らない    

  伊丹空港着の方は 会長にご相談ください。可能な範囲であれば上記バスでお迎えします 

 

７．その他（相部屋を希望される方の氏名等、演題申し込み、その他連絡事項） 

 

 

 

 

 

 


