
   

   

   

      

開開開催催催案案案内内内   
 

  

  

  

応応用用生生態態工工学学会会福福岡岡でではは、、ここののたたびび「「第第66回回遠遠賀賀川川中中島島自自然然再再生生研研究究会会」」をを開開催催いいたたししまますす。。  

どどななたたででももごご参参加加いいたただだけけまますす（（参参加加費費無無料料））。。どどううぞぞふふるるっってておお申申込込みみくくだだささいい。。  
  

  

●● 遠遠 賀賀 川川 中中 島島 自自 然然 再再 生生 研研 究究 会会 とと はは   

九九州州北北部部をを流流れれるる遠遠賀賀川川のの中中島島でではは、、自自然然再再生生事事業業にによよりり氾氾濫濫原原的的湿湿地地のの再再生生等等がが実実施施さされれてていいまますす。。  

応応用用生生態態工工学学会会福福岡岡でではは、、平平成成2233年年度度かからら「「遠遠賀賀川川中中島島自自然然再再生生研研究究会会」」をを立立ちち上上げげ、、国国土土交交通通省省遠遠賀賀川川河河川川事事務務所所

よよりり中中島島をを研研究究フフィィーールルドドととししてて提提供供頂頂きき、、応応用用生生態態工工学学的的なな研研究究、、年年11回回のの研研究究会会のの開開催催、、産産学学官官民民のの交交流流等等をを行行っっ

てていいまますす。。  

●● 今今 回回 のの 開開 催催 趣趣 旨旨   

今今回回のの研研究究会会でではは、、中中島島にに限限ららずず遠遠賀賀川川流流域域やや九九州州内内ででのの事事例例ににつついいててもも紹紹介介いいたただだきき、、  

今今後後のの河河川川環環境境のの保保全全･･再再生生やや市市民民連連携携ななどどににつついいてて意意見見交交換換ををししたたいいとと思思いいまますす。。  
  

●● 主主 催催 ：： 応応 用用 生生 態態 工工 学学 会会 福福 岡岡   

●● 日日 時時 ：： 平平 成成 2288年年 1122月月 11日日 ((木木 ))  1133：：3300  ～～  1166：：5500（（受受付付1133：：0000～～））  

●● 場場 所所 ：： 遠遠 賀賀 川川 水水 辺辺 館館   22FFめめ だだ かか ホホ ーー ルル   〒〒882222--00001133  福福 岡岡 県県 直直 方方 市市 溝溝 堀堀 11--11 −− 11  

TTEELL::  00994499--2222--11881100（（遠遠賀賀川川河河川川事事務務所所隣隣のの建建物物でですす））  

●● ププ ロロ ググ ララ ムム   ※※内内容容はは変変更更ににななるる場場合合ががごござざいいまますす  

1133：：3300～～  11..開開 会会 挨挨 拶拶   

1133：：3355～～  22..中中 島島 自自 然然 再再 生生 事事 業業 等等 のの 概概 要要 （（国国土土交交通通省省九九州州地地方方整整備備局局遠遠賀賀川川河河川川事事務務所所））  

1133：：4400～～  33..研研 究究 ・・ 活活 動動 成成 果果 等等 のの 発発 表表   

・・中中 島島 のの モモ ニニ タタ リリ ンン ググ 及及 びび 湿湿 地地 改改 良良 のの 経経 過過 報報 告告 （（西西日日本本技技術術開開発発㈱㈱  井井原原高高志志））  

・・中中 島島 自自 然然 再再 生生 協協 議議 会会 活活 動動 報報 告告 （（中中島島自自然然再再生生協協議議会会((タタブブリリンン))  中中川川原原邑邑治治））  

・・中中 島島 のの 鳥鳥 類類 相相 にに つつ いい てて ((仮仮))（（八八千千代代エエンンジジニニヤヤリリンンググ((株株))  藤藤田田浩浩大大））  

・・自自 然然 再再 生生 湿湿 地地 アア ザザ メメ のの 瀬瀬 のの 取取 りり 組組 みみ （（九九州州大大学学  林林博博徳徳））  

～～  休休  憩憩  ～～  

・・九九 州州 のの カカ ジジ カカ はは 中中 卵卵 型型 11 種種 だだ っっ たた （（九九州州大大学学  菅菅野野一一輝輝･･鬼鬼倉倉徳徳雄雄））  

・・低低 空空 航航 空空 写写 真真 をを 用用 いい たた 生生 物物 生生 息息 環環 境境 調調 査査 （（福福岡岡大大学学  伊伊豫豫岡岡宏宏樹樹））  

・・刈刈取取りり除除草草にによよるる侵侵略略的的外外来来種種ｾｾｲｲﾊﾊﾞ゙ﾝﾝﾓﾓﾛﾛｺｺｼｼのの抑抑制制技技術術のの検検討討（（西西日日本本技技術術開開発発㈱㈱  山山根根明明））  

・・九九 州州 のの 一一 級級 水水 系系 にに おお けけ るる 外外 来来 植植 物物 のの 侵侵 入入 状状 況況 （（九九州州産産業業大大学学  友友口口勇勇生生･･内内田田泰泰三三））  

～～  休休  憩憩  ～～  

1166：：0055～～  44..意意 見見 交交 換換 （（座座長長  九九州州大大学学  島島谷谷幸幸宏宏（（研研究究会会会会長長））））  

1166：：4455～～  55..閉閉 会会 挨挨 拶拶   
  

●● 参参 加加 申申 込込 方方 法法 ：：以以下下ごご記記入入のの上上、、メメーールルでで事事務務局局  nn--ssaakkaaii＠＠wwjjeecc..ccoo..jjpp  宛宛ににおお申申込込くくだだささいい。。  

  メメーールルののタタイイトトルルをを【【 中中 島島 研研 究究 会会 参参 加加 申申 込込 】】 ととししててくくだだささいい  

  本本文文にに  ①① 氏氏 名名 ・・ ②② 所所 属属 ・・ ③③ 電電 話話 番番 号号 ・・ ④④ 応応 用用 生生 態態 工工 学学 会会 会会 員員 oorr 非非 会会 員員 をを記記載載くくだだささいい  

  参参加加申申込込〆〆切切：：1111 月月 2255 日日 ((金金 ))   先先着着順順  定定員員 5500 名名  

※※資資料料のの準準備備のの都都合合ががあありりまますすののでで、、事事前前にに参参加加申申込込みみををおお願願いいししまますす。。  

●● おお 申申 込込 ・・ おお 問問 合合 せせ 先先   

応応 用用 生生 態態 工工 学学 会会 福福 岡岡   事事務務局局  酒酒井井  EE--mmaaiill：：nn--ssaakkaaii＠＠wwjjeecc..ccoo..jjpp      

西西日日本本技技術術開開発発((株株))環環境境部部内内  TTEELL：：009922--778811--22662255  

●● CCPPDDにに つつ いい てて ：：希希望望者者ににはは研研究究会会終終了了後後にに参参加加証証明明書書をを発発行行致致ししまますす。。((認認定定ププロロググララムムででははあありりまませせんん））  

参参加加費費  

無無 料料


