都市有害生物管理学会
UPM フォーラム・オンライン開催のお知らせ

２０２０年１１月吉日
各位
秋が深まっております。皆様ご清祥の事とお慶び申し上げます。
本年は２月頃から新型コロナウイルスが急に世界的に拡散して、現在でも多くのイベン
トが自粛となっております。当学会も例年３月に開催している大会は、基調講演と一般
講演の要旨集の発行のみで、会場での開催は自粛いたしました。
この度、１２月５日（土）に UPM フォーラム・オンラインを開催いたします。
ご案内のチラシを同封いたします。ぜひ多くの方のご参加をお待ち申し上げております。
当学会は、２００６年より、IPM 基礎講座を２０１８年まで３６回（実験講座２回を含
む）を開催して、多くの方々からのご支援と、各分野の先生方のご講演とご参加を頂き、
お陰様で創設当初の IPM の理念と実施の目的も達成出来たかと自負しております。そこ
で役員会、評議員会の議決を経て総会で議決されて、２０１９年１２月３１日を持ちま
して、この IPM 基礎講座は終了とさせていただきました。
認定証を取得されていらっしゃる方は、期日を２０２１年１２月３１日までに延長いた
しますので、認定証の期日延長をご希望される方は、当学会会長宛にお申込みください
ませ。
近年、大きな自然災害やカビ、昆虫、野生動物などといった生物による被害が際立って
多発しています。当学会による社会のニーズに即した研究と活動がますます重要となっ
ております。会員一同更なる力を入れて向上していく所存でおりますので、今後ともど
うぞよろしくお願い申しあげます。
皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げます。
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Z00M参 カロ。事前申し込み・ 参加費無料

2020年 は新型コロナウイルスの影響 により、当学会も会場での活動を自粛 しております。その中、会員たちは、創設 40余
年を誇る当学会の指針を誇 りに、各該当分野での研究、現場 での実践 に活動 しております。 この度、当学会の会員による様々な
有害生物の問題をクローズアップ した ∪PMフ ォーラム・オンラインを開催する運びとなりました。
ぜひ多くの方々の御参加をお待ち申 し上げております。
都市有害生物管理学会
会長
宮ノ下明大
副会長兼事業委員長
菅野 格朗

プログラム
13:00

開催挨拶

川上泰

1 13:05‑13:25

宮 ノ下明大

都市有害生物管理学会副会長

先生

rチ ョコレー ト製 品とノシメマダラメイガ」

‖ 13:25´ ν 13:45
佐 々木健 先生
「東京都 内ホテルにお ける トコジラミ被 害の現状」
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講演者のプ ロフィール紹介
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協賛企業への謝辞
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朝長 昌樹

先生
「2020年 9月 3日 で 26年 ぶりの発生以来 2年 を迎えた東海地区の豚熱 (C.SoF豚 コレラ)J
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菅野格朗 先生
「:丁 を用 いた新たなモニタリング手法か ら解 つてきた有害生物の活動」
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まれて当日見逃された方は 12月 12日 (土 )ま で都市有害生物管理学会のホームページで閲覧できます。

協賛企業 :国 際衛生株式会社 富士フレーバ‐株式会社 ‐株式会社 M∪ SIサ インス 丸満エネルギ

UPMフ ォーラム・ オンライン
青演者のプロフィール
2020年 12月 5日

(土

)13:00〜 15:00

宮 ノ下明大 先生
東京大学大学院農学系研究科博士課程修了、博士 (農 学)。 2001年 、独立行政法人食品総合研究
所入所、現在、国立研究所開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門食品害虫ユニ ッ
ト長。専門は、応用昆虫学、食品害虫の殺虫技法術、昆虫混入防止技術を研究。2020年 1月 より
都市有害生物管理学会会長

佐 々木健 先生
麻布大学環境保健学部健康環境科学科卒業後、アペ ックス産業側 に入社。
現在、研究室勤務。現場作業、営業、検査 。
研究業務 に従事。公益社団法人東京都ペ ス トコン トロー
ル協会技術員及び感染症委員。

朝長昌樹 先生
日本大学理工学部電子工学科中退後、 1977年 腕雨宮白蟻研究 (現 在 の側雨宮)に 入社。42年 間
腕雨宮 に在籍後、2019年 3月 、65歳 で定年退職。 1980年 に森八朗先生ご自宅で開催 の森八郎研
究会 にて師事を受ける。現在、2019年 4月 より CULLER&HUNTER TOMONAGAの 代表 とし
て有害鳥獣虫駆除を生業 としている。特定外来生物の一般市民向けセミナーの講師や、認定鳥獣
捕獲等事業者の講習の講師、防除作業従事者研修会講師も務める。都市有害生物管理学会の前会
計監査。

菅野格朗 先生
近畿大学農学部大学院農学研究科修士課程 (昆 虫学専攻 )を 修了後、環境機器側 に入社。現在、
顧客企業に対する防虫 コンサルティング業務を担当。その他、新商品の開発や評価 に従事 し、環
境機器欄主催 の害虫駆除専門業者向けセミナーの講師、防除作業従事者研修会講師を務める。都
市有害生物管理学会副会長 ・事業委員長。

お問い合わせ
都市有害生物管理 学会

事務局

担 当 :菅 野 0杉 山・ 道満

FAXに 書面でお願 いいた します
com FAX03‑6385‑1919
urbanpest.offlce@gma‖ 。
以 下 のメールか

〒103‑0027

都市有害生物管理学会
東京都中央区日本橋 2‑2‑3 リッシュビル 4階 ∪CF402

FAX 03‑6385‑1919

urbanoest.office@gmall.com

http://www.upm― urbanpest.com/

