2022 年 7 月 19 日
関係各位
飼育野生動物栄養研究会 2022 年度大会
大会長

宇根 有美

飼育野生動物栄養研究会 2022 年度大会の開催について
貴家益々御清栄の段お慶び申し上げます。日頃から飼育野生動物栄養研究会
の活動に、特段のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、飼育野生動物栄養研究会 2022 年度大会を，公益社団法人日本動物園水
族館協会のご後援の下、下記の通り開催いたします。飼育野生動物の飼料・栄養
と飼養管理に関心をお持ちの方々にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。
2022 年 7 月 15 日現在、2022 年度大会は新型コロナウィルス感染拡大に対し
て万全の対策をとり、対面方式で開催する予定です。加えて、昨年度大会と同様，
本研究会サイト内の会員限定ページ（https://wildlifenutrition.com/member/login/）
を利用したオンデマンド方式を採用します。ただし，感染の深刻化によって対面
方式での実施が厳しいと判断した場合は、オンデマンド方式のみでの開催とな
ります。開催方式変更の際には、別途、事務局よりご連絡いたします。
本案内では、主に対面方式での開催における詳細をお示しします。次頁より記
載する内容を参照いただき、不明な点がありましたら、事務局までご連絡くださ
い。

１．会場：
A3 大講義棟

岡山理科大学 今治キャンパス
〒794-8555

愛媛県今治市いこいの丘 1-3

https://www.vet.ous.ac.jp/facility/campusmap/

２．日時：
2022 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）

３．日程：
1 日目 2022 年 11 月 5 日 （土）
12:00 〜 13:00

開場・受付

13:00 〜 13:10

開会挨拶

13:10 〜 17:15

教育講演・口頭発表・ポスター発表

17:15 〜 17:30

終了の挨拶

・教育講演：
「野生ペンギンの採餌行動と季節動態」
山本誉士氏（麻布大学獣医学部）
「海洋生物大量消費者としてのペンギンをどのように保全していくのか？」
上田一生氏（ペンギン会議）
2 日目 2022 年 11 月 6 日 （日）
9:00 〜

9:30

開場

9:30 〜

9:45

総会

9:50 〜 11:50
11:50 〜 12:00

特別講演・口頭発表
閉会挨拶

・特別講演：キリンの短命問題を考える
「いっときのまとめ

その 4

病性鑑定を通してみえてきたこと」

宇根有美氏（岡山理科大学獣医学部）

４．開催様式
2022 年度大会は，昨年度大会と同様，対面およびオンデマンド配信によるハ
イブリッド方式で開催いたします。オンデマンド配信は，対面開催終了後に実施
するものとし，今大会の内容を本会 HP の会員専用サイトで公開日より４週間
にわたって視聴できます。
なお昨年度より、本研究会会員のみが大会参加対象になりました。参加を希望
される非会員の方は、参加申し込みに先立って，研究会への入会手続きを下記の
本会 HP より完了させてください。
https://wildlifenutrition.com/admission/

５．参加申込
下記の 4 項目をご記入の上、10 月 21 日（金）までに研究会事務局の両名（本
紙末尾に記載）にメールでお申し込みください。整理の都合上，メールのタイト
ルは野栄研参加（ご氏名）としてください。なお，発表申込・要旨提出の締切日
とは異なりますのでご注意ください。
① 参加者氏名
② 所属
③ 参加様式（対面・オンデマンド）
④ 対面での参加希望日（1 日目・2 日目・両日）
対面会場では十分な間隔をとって着席していただきます。したがって、希望者
数が着席可能数の上限（先着 200 名）に達した際には、対面参加の申込を締め切
ります。対面参加を希望される方はお早めにお申し込みください。
また，新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンデマンド方式のみで
の開催に変更される可能性がございますこと、あらかじめご了承ください。

５．参加費納入
対面・オンデマンドともに、参加費等を 10 月 21 日（金）までに下記の口座に
お振り込みください（振込内容の確認に少し時間をいただきます）。期日を過ぎ
て振込日が 10 月 22 日（土）以降になる場合，必要金額が上がります。お振込
の際は、下記の金額をご確認ください。
大会参加費：
○会員の方
年会費（2,000 円）を 22 年度分まで納入済の方（参加費のみ）
3,000 円（10 月 21 日振込分まで）
3,500 円（10 月 22 日以降支払い）
年会費が未納の方（参加費および年会費）
2,000 円×未納年度数＋3,000 円（10 月 21 日振込分まで）
2,000 円×未納年度数＋3,500 円（10 月 22 日以降支払い）
○団体会員の方
参加費のみで参加できます。詳細は事務局にお問い合わせください。

○ 郵便局からの振込（振込手数料はご自身でご負担下さい）
記号番号

14410-53311451

加入者名

飼育野生動物栄養研究会

○銀行振込の場合（振込手数料はご自身でご負担下さい）
9900）

銀 行 名

ゆうちょ銀行（金融機関コード

店

四四八（読み ヨンヨンハチ）（店番

名

預金種目

普通

口座番号

5331145

口座名義

飼育野生動物栄養研究会

448）

６. 発表申し込み
皆さまから口頭またはポスターにて発表していただける研究内容がありまし
たら、下記の 4 項目をご記入の上、9 月 22 日（木）までに研究会事務局の両名
（本紙末尾に記載）にメールでお申し込みください。整理の都合上、メールのタ
イトルは野栄研発表（ご氏名）としてください。
① 発表者氏名（筆頭発表者名のみで構いません）
② 所属（筆頭発表者名のみで構いません）
③ 発表様式（口頭・ポスター）
④ 発表題目（仮題目で構いません）
発表者氏名，所属および発表題目は、要旨提出の際に確定されていれば問題あ
りません。
なお，ポスター発表は対面のみで実施いたしますので，ご承知おきください。
本大会は情報交換や技術等の共有を行う勉強会としての位置付けですので、
他の研究会や学会等ですでに発表されたものや近く発表予定の内容も歓迎いた
します。また、連続セッション「キリンの短命問題を考える−その 4」を開催し
ます。テーマに関連する知見をお持ちの方、事例報告の応募お待ちしておりま
す。

７．要旨提出
口頭またはポスターでの発表者は、発表要旨を 9 月 22 日（木）までにご提出
いただくことになりますので、併せてご準備をお願いいたします。要旨見本をテ
ンプレートにして作成ください。
口頭発表は、質疑応答を含め 20～25 分を予定しております（演題数によって
変更あり）。会場に Windows パソコンを準備しますので，Microsoft PowerPoint ま
たは PDF 形式で保存した発表データを，当日 USB 等でご持参ください。
ポスター発表では、会場内での掲示に加えて、コアタイムでの質疑等への対応
をお願いします。
その他の詳細は、
『2022 年度野栄研大会要旨作成要領・発表要領』をご参照く
ださい。

８. 宿泊
斡旋いたしません。お手数ですが各自でご手配ください。

９. その他
ご不明な点がございましたら下記の研究会事務局の両名あてにメールでご連
絡ください。なお、大会の情報は、研究会ホームページに随時、掲載されます。
ご確認ください。
対面方式でのご参加の際には、検温、手指消毒、マスク着用、離れての着席へ
のご協力をお願い申し上げます。

［飼育野生動物栄養研究会

事務局］

中部大学応用生物学部・研究会総務
土田

さやか

E-mail：s_tsuchida@isc.chubu.ac.jp
京都市動物園・研究会総務
星野

智

Phone：090-6102-5942
E-mail：satoru39.gifu@gmail.com
E-mail でのお問い合わせは土田と星野の
両名あてに同時送信でお願いいたします
電話でのお問い合わせ窓口は星野です。

