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PSSNet メールマガジンの配信方法の変更とお詫び 

 

Message in English from PSSNet Organizers 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆◇◆◇ーーーー 

 

PSSNet 会員の皆様、 

岡山大学資源植物科学研究所は、植物科学に関連する研究者コミュニティを支援 

するための「植物ストレス科学ネットワーク(Plant Stress Science Network: 

 PSSNet)」を運営しており、主な活動として、メールマガジンを毎月配信して 

 おります。メールマガジンには、当研究所に関する研究成果や主催シンポジウム 

 についての情報等を掲載しております。毎月の配信について、これまで大きな 

 トラブルなく実施してまいりましたが、先月の配信(第 102 号)において一部 

 不具合(不達とスパムメール化)が生じていることが判明しました。そのため、 

 PSSNet の運用方法について、以下の変更をさせていただきます。 

 

2019 年 2 月配信予定の次号（103号）より pssnet-melma@okayama-u.ac.jp 

から手動配信することに致します。この変更に伴い、これまで毎月 10日に自動 

配信していたメールマガジンは、次号より毎月の第 2金曜日の配信とさせて 

頂きます。 

メールマガジン第 102号を受信できなかった皆様には、ご迷惑をおかけ致しまし 

たことを心よりお詫び申し上げます。 

この第 102号、およびバックナンバー（Volume 80&#12316;）は、PSSNet のホーム 

ページ上（http://www.pssnet.org）からご覧頂くことが可能です。 

皆様には今後とも、植物ストレス科学研究ネットワークメールマガジンのご愛読 

をよろしくお願い申し上げます。 

 

PSSNet 委員一同 

お問い合わせ先: pssnet-admin@okayama-u.ac.jp 

 

***************************************************************** 

Dear PSSNet members, 

We are very grateful for your participation and membership in the PSSNet. It 

really helps us to develop PSSNet and distribute our monthly magazine. We 

hope to continue delivery of useful information about the plant stress-

related topics and activities of the IPSR Joint Usage/ Research Center in the 

future. 

 

In this special issue, we want to apologize and inform you about sudden 

changes in distribution of our monthly magazine. 

 

Recently, we experience serious difficulties to dispatch our mail magazine 

from the current server. In response, we will change the distribution to 

Okayama University site, hoping to avoid spam filters that block our magazine 

from delivery to you. Please notice that the next February issue No. 103 will 

be already dispatched from:  

mailto:pssnet-melma@okayama-u.ac.jp
http://www.pssnet.org）からご覧頂くことが可能です。
mailto:pssnet-admin@okayama-u.ac.jp


pssnet-melma@okayama-u.ac.jp. 

 

Because of server change, we are not able to conveniently deliver our 

magazine on 10th of each month. Instead, we will release new issues on every 

second Friday of each month. 

 

We sincerely apologize if you did not receive the magazine Vol. 102. You can 

download this issue, as well as other back-issues from the PSSNet website 

www.pssnet.org. 

 

We sincerely hope that you will be able to smoothly receive PSSNet mail 

magazine in the future! 

 

PSSNet Organizers 

Contact address: pssnet-admin@okayama-u.ac.jp 

**************************************************************** 

「植物ストレス科学研究ネットワークメールマガジン」 

■発行日 2019 年 2月 1日 

■発行元 岡山大学資源植物科学研究所  

    植物ストレス科学研究ネットワーク(PSSNet)委員会 

■WEB サイト http://www.pssnet.org 

 メールマガジン登録変更・解除の手続きは 

 http://www.pssnet.org/Registermember.htm 

 でお願いします。 

**************************************************************** 

(このメールは岡山大学職員が配信しています) 
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