
2015 年度日本菌学会菌類観察会（埼玉フォーレ）のお知らせ	 

実行委員長	 福島	 隆一	  

	 2015 年度日本菌学会菌類観察会は、「日本菌学会関東支部」「埼玉きのこ研究会」「神奈川キノコの会」	 

「千葉菌類談話会」「菌類懇話会」「幼菌の会」との共催で、埼玉県熊谷市で開催致します。	 

埼玉県で日本菌学会のフォーレを行うのは初めてです。北部に自然豊かな奥秩父を擁する埼玉県ですが、

宿泊施設や交通の便、安全面を考慮し、滑川町及び熊谷市にある国営武蔵丘陵森林公園でフォーレを行

うことに致しました。森林公園は広大な面積を持つ武蔵野の平地林で、コナラ、クヌギ、シデ、クリ、

マツ、モミなど多くの外生菌根性の樹木が植林されています。そのため、テングタケ類、イグチ類、ベ

ニタケ類など里山の多種多様なキノコを見ることができます。また、時期についても、森林公園で年間

を通じてきのこの発生量が も多い 9 月下旬を選びました。フォーレは、毎年幅広い菌類の研究者や熱

心なアマチュアきのこ研究者が全国から参加されるため、多くの知見が得られる絶好のチャンスとなっ

ています。都心から電車で１時間程度の距離ですので、ぜひ多くの方々にご参加いただきたいと思いま

す。皆様に気持ち良くきのこの勉強をしていていただけますようお手伝いしますので、どうぞ宜しくお

願い致します。	 

観  察  地  ：  埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市	 国営武蔵丘陵森林公園 
期	 	 間  ：  2015年 9月 25日(金)～27日(日)	  
宿・会場  ：森林公園四季の湯温泉ホテル・ヘリテイジ（担当：真下	 豊）	 

〒360-0103	 埼玉県熊谷市小江川 228	 	 TEL：048-536-1212(代表)	 

 東武東上線森林公園駅北口シャトルバス 15分．	 JR熊谷駅南口シャトルバス 20分．	 
 関越自動車道，東松山 ICから車 10分．	 

募集人員  ：  120名 
参  加  費  ：  主催団体会員 28,000円，一般 29,000円，学生 26,000円（参加登録費＋2泊 3日	 	  
             宿泊＋懇親会），詳細は申込書参照． 
日	 	 程（予定）	 

9 月 25 日（金）	 9 月 26 日（土）	 9 月 27 日（日）	 

13：00	 参加者受付	 

	 	 	 	 	 	 	 ホテルヘリテイジ	 

14：00	 開会式，講演会	 

18：00	 懇親会	 

	 8：15	 記念撮影	 採集地へ出発	 

14：00	 ホテルヘリテイジ帰着	 

15：00	 同定会	 

18：00	 夕食	 

19：00	 採集品整理	 

	 	 8：30	 まとめの会	 

10：00	 閉会式，散会	 

	 

講	 演	 会	 ：	 福島隆一（埼玉きのこ研究会）「日本産ハナビラタケの生物学的種について」	 

	 	 	 	 吹春俊光（千葉県立中央博物館）「糞生菌類やアンモニア菌類などについて」	 

	 	 	 もう一名交渉中	 

申込期限	 ：	 2015 年 7 月 31 日（金）	 

申込方法	 ：	 参加申込書を下記申込先にメールまたはファックス・郵送でお送りください．	 

申	 込	 先	 ：	 	 〒240-0026	 横浜市保土ヶ谷区権太坂 2-19-10	 	 赤堀暉生	 FAX：045-741-9113	 	 	 	 	 	 

E-mail:	 foray-akahori@55.catv-yokohama.ne.jp,	 fukiharu@chiba-muse.or.jp	 

	 	 	 	 	 	 （両方のアドレスに送信してください）	 	 	 

申込完了：	 	 参加費の入金と参加申込書が確認された時点で申込が完了となります．	 

振	 込	 先	 ：	 郵便振替口座	 名称	 日本菌学会菌類観察会実行委員会	 

郵便振替口座番号	 	 00190-4-587024	 	 	 	 振込期限 2015 年 7 月 31 日（金）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

【実行委員】福島隆一(実行委員長)，赤堀暉生，安藤洋子，飯田強、井上幸子，井本敏和，上原貞美，大久保泰和，大

舘一夫，小野義隆，折原貴道，糟谷大河，黒谷秀夫，後藤康彦，小林真吾，小林徹，小山明人，柴田靖，白山弘子，武

田敏夫，谷口雅仁，種山裕一，富田稔，長澤栄史，名部みち代，西田誠之，橋屋誠，服部力，平野達也，吹春公子，吹

春俊光，保坂健太郎，細矢剛，松井英幸，三村浩康，籾山清，森本繁雄，吉田悦子（50 音順）	 

	 



申し込み上のご注意	 	 

・お申込は E-mail，または FAX・郵送でお願いします．手書きは楷書で読み易くご記入ください．	 

・所属の欄に記入された名称を当日の参加証（名札）に表示します。間違いなく正確に記述して下

さい。	 

・申込書のみでは，参加登録になりません．入金確認後に，順次参加登録完了となります．	 

確実に受け付けるために，お手数ですが２つの E-mail アドレスにご送信をお願いします．	 

・他行から振り込まれる際は，次の内容をご指定ください．	 

店名(店番)：〇一九（ゼロイチキュウ）店(019)，預金種類：当座，口座番号：0587024	 

・参加登録料は，返金できませんのでご了承ください．	 	 

・25 日の宿泊において，懇親会不参加による懇親会費返金はできません（食事を兼ねるため）．	 

・9 月 20 日以降にキャンセルの場合は，宿泊費にキャンセル料がかかります．	 

・日帰り参加の場合も，参加申込書の提出と参加登録料の振り込みが必要です．	 

	 

■宿泊施設について	 

・会場は, 森林公園四季の湯温泉ホテル・ヘリテイジ（http://www.hotel-heritage.co.jp）となり
ます．	 

・個室･２人部屋を希望される方は，欄外①にご記入ください．参加当日の受付時に一泊一部屋当た

り 2200 円の追加料金が必要です．追加料金を含め振込みをしてください．	 

・参加者の部屋割りは，実行委員会で振り分けさせていただきます．	 	 

	 

■申込書記入のご注意	 

・生年月日は，保険の申込みに必要な情報です．	 

・住所および電話が勤務先の場合は，会社名・所属部署の記入をお願いいたします．	 

・携帯電話は，観察会参加時に使用するものをご記入ください．非常時の緊急連絡用などに使用し

ます．	 

・E-mail アドレスは，是非ご記入ください．埼玉フォーレ参加者メーリングリストを通じて様々な

情報を受信できます．	 

・9 月 25 日は JR 熊谷駅⇔ホテル間にシャトルバス(南口 12:10 発)が運行されています．東武東上

線森林公園駅⇔ホテル間もシャトルバス(北口 11:30 発、12:30 発)が運行されています．	 

・9 月 27 日はホテル⇔熊谷駅間にホテル発シャトルバス(10:15 発、11:30 発)、ホテル⇔森林公園

駅間にホテル発シャトルバス(11:10 発)が運行されます。いずれも料金は無料です。	 

・備考欄には，個室･２人部屋のご希望の他，参加証(名札)に記載したい所属団体，実行委員会に個

人的に知らせたい事などがあればお書きください．	 

・主催団体である日本菌学会，及び共催団体（日本菌学会関東支部会・神奈川キノコの会･菌類懇話

会･埼玉きのこ研究会・千葉菌類談話会・幼菌の会）の会員以外の方は非会員となります．	 

・大学生･大学院生および高校生以下の参加者には，会員･非会員に関わらずそれぞれの参加登録料

を設定しました．	 

	 

■問い合わせ先	 	 

福島隆一	 	 	 (mashryum@poem.ocn.ne.jp)	 	 

赤堀暉生	 	 (foray-akahori@55.catv-yokohama.ne.jp)	 	 Tel&FAX：045-741-9113	 

大舘一夫	 	 	 (mushkk@gj9.so-net.ne.jp)	 

後藤康彦	 （QWT01072@nifty.ne.jp）	 	 04-7184-1163	 

吹春俊光	 （fukiharu@chiba-muse.or.jp）	 090-4810-9720	 	 

	 	 


