


都市有害生物管理学会

当学会は、2009年 に森人郎博士のご遺族から、貴重な資料をご寄贈いただきました。

その資料の中には、森人郎博士の業績の中でも数多いシロアリ調査の写真、シロアリをマクロ撮影

した写真、国宝級の社寺の調査、建造物 。文化財を加害する昆虫の同定写真など、ネガフイルムに

静止画像約 4000枚 が含まれていました。今後、これらの資料を幅広く有意義に活用 していただ

く事を目的に「森人郎博士のアーカイブ」委員会を設立して、当学会の40周年大会の機に 「森人

郎博士のアーカイブ 業績の写真集」として発行の運びとなりました。

皆様のご研究・活動にお役に立てば幸甚でございます。

都市有害生物管理学会・森人郎博士のアーカイブ委員会

小谷野匡子・杉山真紀子・辻英明・朝長昌樹・廣瀬博宣・森正明

***********************

森八郎博士のアーカイブ 業績の写真集

ご注文申込書
体裁 (初版):A4縦型 全 22ページ 写真はモノクロとカラー

定価 :¥1000

このご注文申込書の所定覧■にご記入の上、以下にお申込みくださいませ。

◆当学会主催の大会、IPM基礎講座の受け付、役員会などで受領をご希望の方は ;

杉山真紀子  ′竜に mccmaki@tkf.att.ne.jp  FAX 0 3-6805-8675
◆郵送で受領をご希望の方は ;

廣瀬博宣 宛に  hssg@giga.ocn.ne.jp  FAX 0 9 9-282-1756
郵送の場合は、送料の実費を別途ご請求させていただきます。

◆お支払いの納入先は ;

三菱 UF」 銀行 新宿支店 (店番 341)普  0262231
都市有害生物管理学会 会長 杉山真紀子

■氏名 ■ご注文の冊数

■連絡先 (送付先)ご住所

T

■メールア ドレス ■電話番号
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