
第 11 回 日本暖地畜産学会 長崎大会の開催について 

 

1．開催期日 

平成 30 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

 

2．会場 

長崎ウエスレヤン大学 ウエスレー館 

（〒854-0082 長崎県諌早市西栄田町 1212-1） 

 

3．参加費（大会および懇親会） 

大会参加費：会員 4,000 円（前納 3,000 円） 非会員 4,000 円（前納 3,500 円） 

情報交換会費：5,500 円 

前納期日：平成 30 年 9 月 28 日（金） 

振込先：十八銀行 国見支店（ジュウハチギンコウ クニミシテン） 

普通 口座番号１０３２９４４ 日本暖地畜産学会 長崎大会実行員会（ニホンダンチチ

クサンガッカイ ナガサキタイカイジッコウイインカイ） 

※参加申込は，参加費の振込みと同時に別紙の参加申込書をメールまたは fax で提出をお願いします． 

※情報交換会の詳細については，「14．情報交換会」をご参照ください． 

 

4．日程 

月 日 時 間 内容（場所） 

10 月 19 日（金） 15:00～17:00 役員会（長崎県央振興局 研修棟 2F 研修室） 

10 月 20 日（土） 8:30～ 

9:00～10:15 

10:30～12:00 

 

12:00～13:00 

 

13:15～14:00 

14:15～16:00 

16:10～17:40 

 

18:30～21:00 

受付（第 1 会場 鮫島ホール入口横ロビー） 

優秀発表賞応募講演（鮫島ホール） 

研究発表（第 1 会場 鮫島ホール）（第 2 会場 学生教室 102

号室） 

編集委員会（学生教室 102 号室） 

優秀発表賞選考委員会（学生教室 202 号室） 

基調講演（鮫島ホール） 

シンポジウム（鮫島ホール） 

総会，学会賞授与式，優秀発表賞授与式，学会賞受賞者講演（鮫

島ホール） 

情報交換会（ホテルグランドパレス諫早） 

10 月 21 日（日） 8:30～ 

9:00～12:00 

 

受付（鮫島ホール入口横ロビー） 

研究発表（第 1 会場 学生教室 201 号室）（第 2 会場 学生教

室 102 号室） 

※優秀発表や研究発表の開始・終了時刻ならびに基調講演・シンポジウムの開始時刻は，発表数によ

り変更することがありますので，ご了承ください. 

 

5．大会受付 

日時：10 月 20 日（土）8:30～ 

10 月 21 日（日）8:30～ 

場所：1 階 鮫島ホール入口横ロビー 



6．役員会 

日時：10 月 19 日（金）15:00～17:00 

場所：長崎県央振興局 研修棟 2 階 研修室（〒854-0071 長崎県諌早市永昌東町 25-8） 

 

7．優秀発表賞応募講演 

日時：10 月 20 日（土）9:00～10:15 

場所：10 月 20 日（土）1 階 鮫島ホール 

 

8．研究発表 

日時：10 月 20 日（土）10:30～12:00 

10 月 21 日（日）9:00～12:00 

場所：10 月 20 日（土） 第 1 会場 1 階 鮫島ホール 第 2 会場 1 階 学生教室 102 号室 

10 月 21 日（日） 第 1 会場 2 階 学生教室 201 号室 第 2 会場 1 階 学生教室 102 号室 

 

9．基調講演 

テーマ：「暖地型牧草研究と普及」（仮題） 

日時：10 月 20 日（土）13:15～14:00 

場所：1 階 鮫島ホール 

講師：Dr. Joao Vendramini （フロリダ大学 食品･農業化学研究所，牧野･牛研究教育センター 

准教授） 

講演補助（通訳）：宮崎大学 農学部 畜産草地科学科 教授 石井康之 

 

10．シンポジウム 

テーマ：「温暖化に対応した家畜の生産性と品質向上に向けた取組み」（仮題） 

講師：田中正仁（九州沖縄農業研究センター 畜産草地研究領域 畜産環境・乳牛グループ長） 

法上拓生（九州沖縄農業研究センター 畜産草地研究領域 肉用牛生産グループ 研究員） 

井上寛暁（農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 家畜代謝栄養研究領域 豚代

謝栄養ユニット 主任研究員） 

日時：10 月 20 日（土）14:15～16:00 

場所：1 階 鮫島ホール 

 

11．編集委員会 

日時：10 月 20 日（土）12:00～13:00 

場所：1 階 学生教室 102 号室 

 

12．優秀発表賞選考委員会 

日時：10 月 20 日（土）12:00～13:00 

場所：2 階 学生教室 202 号室 

 

13．総会，学会賞授与式，優秀発表賞授与式，学会賞受賞者講演 

日時：10 月 20 日（土）16:10～17:40 

場所：1 階 鮫島ホール 

 



14．情報交換会 

日時：10 月 20 日（土）18:30～21:00 

場所：ホテルグランドパレス諫早（〒854-0061 長崎県諫早市宇都町 3-35） 

Tel 0957-24-3939  http://www.hotel-grandpalace.jp 

会費：5,500 円 

送迎：大会会場から情報交換会場までの送迎バスを準備していますのでご利用ください． 

18:00 長崎ウエスレヤン大学発→18:10 諫早駅裏ロータリ発→18:20 会場着 

 

（会場アクセスマップ） 

 

15．昼食 

大会会場周辺には食堂やコンビニ等の食事をする店はありません．弁当を希望される方は参加

費と一緒に代金を振込み，同時に別紙の参加申込書をメールまたは fax で提出をお願いします（1

個 500 円）．  

 

16．宿泊 

宿泊予約は各自で行ってください． 

ホテルグランドパレス諫早 

Google より引用 

大会会場 

諫早駅裏ﾛｰﾀﾘ 



また，当日は諫早市内で J リーグの公式戦が行われる予定ですので，早めの予約をお勧めしま

す．諫早市内の宿泊施設の一覧を参考にして下さい． 

なお，大会参加者の延べ宿泊人数が 50 人以上で諫早観光物産コンベンション協会から開催支援

を受けることができることから，学会報第 61 巻第 2 号（大会号）に宿泊証明書の様式を添付しま

すので，諫早市内で宿泊される方は宿泊先へ明示し証明をもらい，受付に提出をお願いします． 

 

17．問い合わせ先 

長崎県農林技術開発センター 畜産研究部門 堀 誠（ホリマコト） 

電話：０９５７－６８－１１３５ ＦＡＸ：０９５７－６８－１１３８ 

 

18．長崎ウエスレヤン大学へのアクセス 

大会 1 日目と 2 日目の大学内の駐車場は異なります．大会 2 日目の 10 月 21 日（日）は駐車場

の台数に限りがありますので，駅周辺の駐車場を利用していただき，自家用車での来学は控えてい

ただきますようお願いします． 

(1)アクセス方法（JR 諫早駅から 1.6km） 

①徒歩 18 分 

②バス 10 分（「諫早駅前バスターミナル」→（破籠井行き）→「西栄田」下車） 

(2)アクセスマップ 

※「長崎ウエスレヤン大学 CAMPUS GUIDE 2018」より引用 

 

 

諫早駅裏ﾛｰﾀﾘ 



19．長崎ウエスレヤン大学施設の位置図 

 

 

20．会場の位置図 

 ウエスレー館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21．実行委員会 

大会長      本村高一（長崎県農林技術開発センター畜産研究部門長） 

副大会長     山形雅宏（長崎県畜産課長） 

庶務・会計    上野 健（長崎県農林技術開発センター畜産研究部門） 

シンポジウム   堀  誠（長崎県農林技術開発センター畜産研究部門） 

受付       片岡研一（長崎県農林技術開発センター畜産研究部門） 

会場       深川 聡（長崎県農林技術開発センター畜産研究部門） 

  



諫早市内宿泊施設の案内 

 

 

ホテル名 住   所 電話番号 

①諫早ステーションホテル 諫早市永昌東町 1-32 0957-23-2330 

②ホテルジャノメ 諫早市永昌東町 1-39 0957-22-0529 

③諫早ターミナルホテル 諫早市永昌東町 18-1 0957-23-6711 

④Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ 諫早市永昌東町 13-29 0957-22-8888 

⑤グローバルホテル 諫早市永昌東町 3-4 0957-23-2221 

⑥観光ホテル八千代 諫早市天満町 33-2 0957-22-0305 

⑦ニューステーションホテル 諫早市永昌東町 5-4 0957-22-1113 

⑧諫早第１ホテル 諫早市天満町 36-11 0957-23-1236 

⑨南開旅館 諫早市永昌東町 4-22 0957-23-0370 

⑩菱屋旅館 諫早市天満町 9-44 0957-22-0173 

⑪諫早グリーンホテル 諫早市天満町 9-38 0957-23-6211 

⑫ニューステーションホテル・

プレミア 
諫早市永昌町 4-26 0957-27-1122 

⑬ホテルグランドパレス諫早 諫早市宇都町 3-35 0957-24-3939 

⑭諫早観光ホテル道具屋 諫早市金谷町 8-7 0957-22-3360 

 

 

※大会会場に近い順番で記載しています。 

 


