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2009年9月18日(金)~20 日(日)

日本植物学会第73回大会 (LLi形大学， 111形)

日1仕p://www目sbiol.kj.yamagata-u.ac.jp/-bsjthk/bsj73/index.html]

2009年9月30日(水)~ 10月3日(土)

平成 21年度日本水産学会秋季大会 (いわて県民情報交流セン

ター・ アイーナ，盛岡)

[h即s://www.gaはai-web.net/gakkai/jsfs/kaikoku/index.htn叫]

Delhi -lndia) 

2010年1月6日(水)~9 日(土)

58th Annual Meeting of the British Phycological Society 

(Scottish Association for Marin巴Scienc巴(SAMS)，Scotlancl， GB) 

[h虻p://www.brphycsoc.orglmeetingιlasso]

2010 年 2 月 22 日(月 )~26 日{金)

The XXth International Seaweed Symposium (Coral & 

2009年10月15日(木)~ 18日(日) M紅inaConvention Center， Ensenacla， Mexico) 

2009年日本ブランクトン学会・日本ベントス学会大会合同大会 [http://www.xxseaweeclsymposium.orglincl巴x.php]

(北海道大学，函館)

[http://www.b巴nthos-research.info/m巴nutaikai2009.htl叫] 2010 年 3 月 19 日(金 )~21 日(日)

2009年10月18日(日)~21 日(水)

The Second Open Science Meeting on "HABs and 

Eutrophication" (GEOHAB2009) (Beijing， China) 

[http://wwww.g巴ohab.info]

2009年 10月30日(金)~ 11月1日(日)

第42回日本原生動物学会大会 (石巻専修大学，石巻)

[h仕p://wwwsoc.nu.ac.jp/jsproto/incl巴x.html]

2009年11月12日(木)~ 13日(金)

日本微生物系統分類研究会第 29回年次大会 υSMS・29)(かず

さアカデミアホール，木更津)

[h即://wwwsoc.山.ac.jp/jsms/]

2009年 11月 14日(土)

2009年度藻類談話会 (神戸大学，神戸)[下記]

2009 年 12 月 1 日{火 )~4 日{金)

7th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology (New 

日本藻類学会第34回大会 (筑波)[次号 ]

2010 年 3 月 26 日(金 )~30 日{火)

平成22年度臼本水産学会春季大会 (日本大学生物資源科学部，

藤沢)

2010 年 7 月 9 日(金)~ 13日{火)

2010 Phycological Society of America Annual Meeting 

(Michigan State University， Mにhigan，USA) 

2010 年 8 月 29 日(日 )~9 月 3 日(金)

The 11 th International Colloquium on Endocytobiology 

and Symbiosis (ISE 2010 Conference in Tromso) (Tromso， 

Norway) 

[http://is巴201O.ibg.uit.no/]

2010 年 11 月 1 日(月 )~5 日(金)

The 14th International Conference on Harmful Algae 

(Cret巴， Greece) 

[http://www.hab2010.gr/] 

2009年度藻類談話会・日本植物学会近畿支部会 合同大会のお知らせ

「藻類談話会」は藻類を研究材料とする幅広い分野の研究

者の集まりで，西日本を中心に講演会や研究交流を行ってい

ます。これまでの談話会の講演内容はホームページ (http://

www.r巴S巴arch.kobe-u. ac.j p/rci s-ku rc i sl dan w akail i ndex. 

html) でご覧いただけます。今年度は，1::1本植物学会近畿支

部会と合同で，以下の特別講演と一般講演を企画しています。

ふるってご参加 くださいますようご案内申し上げます。

日時:2009年 11月 141::1 (土)12: 30-18 : 00 

場所:神戸大学瀧川学術交流記念会館(神戸市灘区六甲台町

1-1) 

http://www.kobe-u.ac.jplinfol accesslrokko/bu n -ri-

nou.htmの図中 16です。

特別講演 (敬称11俗)12:30-14:50 

長谷あきら(京都大院 ・理):植物の光応答機構(仮題)

小保方潤一 (京都府大 ・名古屋大):植物ゲノムの流動性と プ

ロモーターのダイナミズム オルガネラから核への

遺伝子移動はどのように生じるのか?一(仮題)

古川例l哉(福井県大・生物資源 ):アカモクの形態形成を制

御する光周性と青色光反応(仮題)

池谷仁里(京都大 ・生存圏):アオミドロにおける仮根形成

機構の解明(仮題)

一般講演 15:00-17:45

研究発表(発表 12分十質疑応答 3分)を希望される方は，

演題(仮題可)，発表者氏名，所属を電子メ ールで、下記の宛



先までお申し込みください(ただし， 11寺聞の関係上 I事し込

み多数の場合，ご発表いただけない場合もあります。その場

合，選考は基本的に申し込み順とし ますが，状況によっては

世話役で調整させていただく こと もありますので，ご了解く

ださしl)O10月中旬頃、要旨提出のお願いを送付致 します。

参加費:無料

懇親会はi能川学術交流記念会館 lF食堂にて 1811寺よ り行

います(会費 :一般 5，000円程度，学生 2，500円程度)。

談話会および懇親会に参加を希望される方， 一般講演で発

表を希望される方は 2009年 10月 l日(木)までに電子メ ー

ルで takahiro@kobe-u.ac.jp(111岸)までお申し込みくださ

123 

い(当日参加 も可)。また最新情報は下記ホームページに適宜，

掲示しますのでご覧ください。

参加申込み・問い合わせ先

〒 657-8501神戸市灘区六甲台町 トl

神戸大学内海域開境教育研究センタ一 山岸隆博

T巴1/Fax: 078-803-578 1 e-mail: takahiro@kobe-u.ac.jp 

~ 2009 年度藻類談話会ホームページ

http://biotech.n i kkeibp.co.jp/ 1 OOhpn/i ndex.jspより「ノて

イオ ・基礎医学関係者の皆のホームページ」→「学会 ・研

究会」の項目をお選びください。

日本藻類学会の入会申込みについて

日本務類学会に入会を希望される方は，学会ホームページ (http://

wwwsoc.nii.ac.jp/jsp)の「入会案内」から入会申込古 (Microsoft
Wordファイル)をダウンロードし，必要事項を記入のJ-.，電子メールに

添付して会員事務担当(長虫千香子 jsP@W¥vwsoc.nii.ac.jp)まで送付

してください。記入の際は同ホームページにアップしてあります記入例を

ご参照ください。ホームページをご覧いただけない方は，このページをコ

ピーし，ご記入の上，会員事務担当へ郵送もしくは Faxしてください。

該当する会n種別の年会費(普通会員8，000円， 学生会員 5，000I'J)

は郵便振替でーお支払いいただきますようお願~)いたします。なお，普通会

員に限り， 2年目以降は会費の自動仮替がご利川できますので，ご希望の

方は会員事務担当までごJili絡ください。

入会申込書送付先 〒051-0003 室闘市母恋南11汀ト13

北海道大学北方生物園フィ ールド科学セ

ンタ一室関臨海実験所

長里千香子 宛

TEL: 0143-22-2846 

FAX; 0143-22-4135 

E-mail: jsp@wwwsoc.nii.ac.jp 

会費払込先 郵便振替口座番号 :01640-8-2747 

加入者名 : 日本藻類学会

一一一一一一一一 記入項目 一 一一一一一一一一

・必須項目

o Fflし込み年月日: 年

0入会希望年度(新年度は i月から): 

O氏名 (日本語): 

0氏名(英語): 

O所属機関名(日本語): 

O所属機関名 (英語)・

月 日

年度

0所属住所(日本語): 干

O所属住所(英語): 

0所属電話 :

O所属 Fax:

O所属 E-mail:

・ I~I宅に会誌送付を希望される方は以下の項目をご記入下さい。

0自宅住所(日本語): 干

O自宅住所(英語)・

0自宅電話 :

O自宅 Fax:

0自宅 E-mail: 

. 会員極類 該当する項目の口に Jをご

(メ一ルのj場易合は，該当しない項目を消去)

口普通会員 (8，000円)

口学生会員 (5，000円)※

(指導教官署名)

(E-mail: 

※学生会員の場合は，郵便振替用紙の通信欄に指導教官の署

名とメールア ドレスの記載をお願し3します。卒業等で連絡が取れ

ない場合は指導教官に問い合わせる場合がありますので，あらか

じめご了承ください。

- 会誌送り先 口 所属先 日自 宅

。会誌および名簿に公開を希望しない項目がありましたら，項目先頭の

Oに iXJ をこー記入ください。メールの場合は，0を rXJに白き換えてく

ださい。数字:は半r'Jで入力してください。

表紙の写真 オオノfロニア怜ntricariaventricosa (2009 :i:j:: 5月，鹿児島県鹿児島郡三島村黒島，撮影 ・寺田)




