
日本栄養・食糧学会中部支部 

平成 27 年度 第 2 回 参与会 次第 
 

日 時  平成 27年 11 月 21日 (土曜日) 12：00～12：50 

場 所  静岡県立大学 看護学部棟 4階 13413-13414教室 

出席者 大森正英、小川宣子、北浦靖之、合田敏尚、斉藤慎一、下村吉治、 

 竹内弘幸、辻岡和代、津田孝範、寺島健彦、長岡利、西村直道、早川享志、 

 早瀬和利、堀尾文彦、三浦進司、三嶋智之、森田達也、森山三千江、 

 横越英彦（参与）、本間一江、新井英一（事務局）（順不同）合計 22名 

 

議 題 

I 審議事項 

１．平成 28・29年度支部役員の選出、参与・代議員（資料 1、2）（合田支部長） 

２．平成 28・29年度支部特別協賛団体（資料 3）（新井庶務幹事） 

３．平成 28年度事業計画案（資料 4）（新井庶務幹事） 

４．平成 28年度予算計画案（資料 5）（本間会計幹事） 

５．平成 28・29年度理事の選出について（資料 6）（新井支部選挙管理委員長） 

６．その他 

 １）名誉会員・終身会員の推薦について（資料 7） 

 ２）平成 28年度参与候補者について 

 ３）各種授賞等選考委員について 

 ４）中央選挙管理委員の選出について 

 ５）支部選挙管理委員長の選出について 

 

Ⅱ報告事項 

１．理事会報告（堀尾理事）（資料 8） 

２．その他 

 

  



       平成 28・29年度支部役員の選出    （資料 1） 

支部長   長岡 利（岐阜大学応用生物科学部） 

副支部長  森田達也（静岡大学農学部） 

支部幹事（庶務） 三嶋智之（岐阜医療科学大学保健科学部） 

支部幹事（会計） 島田昌也（岐阜大学応用生物科学部） 

支部幹事（監査） 早川享志（岐阜大学応用生物科学部） 

 

      平成 28・29年度支部参与・代議員（案）  （資料 2） 

阿部稚里  三重短期大学    ★長岡 利  岐阜大学 

★池田彩子  名古屋学芸大学    中島久男  日本大学 

和泉秀彦  名古屋学芸大学   ★西村直道  静岡大学 

榎本俊樹  石川県立大学    ★早川享志  岐阜大学 

大澤俊彦  愛知学院大学    ★早瀬和利  愛知教育大学 

大森正英  東海学院大学     古市幸生   

小川宣子  中部大学    ★堀尾文彦  名古屋大学 

★小田裕昭  名古屋大学    ★松田 幹  名古屋大学 

★小原章裕  名城大学     三浦進司  静岡県立大学 

北浦靖之  名古屋大学     三嶋智之  岐阜医療科学大学 

 ★合田敏尚  静岡県立大学     三宅義明  東海学園大学 

斉藤慎一       村上太郎  至学館大学 

 ★下村吉治  名古屋大学    ★森田達也  静岡大学 

杉山公男       森山三千江 愛知学泉大学 

竹内弘幸  富山短期大学     森脇久隆  岐阜大学 

辻とみ子  名古屋文理大学    山本由喜子 東海学園大学 

辻岡和代  桜花学園大学    ★横越英彦  中部大学 

★津田孝範  中部大学     横澤隆子  富山大学 

寺島健彦  常葉大学    ★渡辺達夫  静岡県立大学 

 

 支部参与  38名 

 ★代議員  15名 

  



        平成 28,29年度支部特別協賛団体（案）  （資料 3） 

 

愛知ヨーク株式会社 

株式会社伊藤園中央研究所 

イチビキ株式会社 

大塚製薬株式会社名古屋支店 

花王株式会社ヘルスケア第一研究所 

一般社団法人日本食品安全協会 

株式会社Ｊオイルミルズ 

中部飼料株式会社 

株式会社東洋発酵 

フジ日本精糖株式会社 

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 

マルサンアイ株式会社 

株式会社 Mizkan Holdings 

計 13社 

  



          平成 28年度事業計画（案）      （資料 4） 

１．支部大会 

（１）第 70回支部大会 

日 時  平成 28年 6月 25日（土） 

会 場  岐阜大学応用生物科学部 

 

（２）第 71回支部大会 

日 時  平成 28年  月  日（  ） 

会 場   

 

 

２．参与会 

（１）平成 28年度第 1 回参与会 

日 時  平成 28年 6月 25日(土) 

会 場  岐阜大学応用生物科学部 

 

（２）平成 28年度第 2 回参与会 

日 時  平成 28年  月  日（  ） 

  会 場   

 

  



（第４版・改訂版）

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

収入の部 　　　　　　（単位：円）

　　科　目 予算額 備　　考

事業収入

 　 参加費 0
　　懇親会負担金 80,000 2,000×40名
　　協賛金(受取寄付金） 130,000 10,000×13社 企業・団体からうけるもの

　　補助金 0 公の機関から受けるもの

  　要旨集売上 0

本部前途金

　会費の配分費 484,400 350,000+134,400
　学会活動強化費 300,000

雑収入 0 保育料他

預金利息 0 受取利息

その他の収入 0 もしあれば

当期収入合計（A) 994400

支出の部

　科目 予算額 　　　　　備　考

事業費

　支部大会・講演会開催費

　　臨時雇賃金 60,000
　　会場費 10,000 会場費、看板代 会場の賃借料、備品の賃借

　　会議費 240,000 会議費：開催の打合せ時の経費も

　　旅費・交通費 180,000 役員等の旅費交通費、講師旅費

　　通信運搬費 25,000
　　消耗什器備品費 30,000
　　印刷製本費 100,000 要旨集代
　　諸謝金 250,000 諸謝金：講師の礼金、

　　他学会協賛金 0
　　広報費 90,000 ＨＰ等費用

　　支払手数料 2,000
　　雑費 0

本部会計繰出金 決算時本部で記載

当期支出合計　（Ｂ) 987,000
当期収支差額　（A)－（Ｂ) 7,400

コメント

コメント

支部大会・シンポジウム等参加費

　　　　　平成28年度会計計画（案）　　　　　（資料5）

平成28年度日本栄養・食糧学会　中部支部収支予算計画書

臨床栄養管理学
挿入テキスト



臨床栄養管理学
タイプライターテキスト

臨床栄養管理学
タイプライターテキスト
（資料6）



臨床栄養管理学
タイプライターテキスト



名誉会員･終身会員に関する規程  
 

第１条 定款第 6条 1 項第 3 号及び第 4号に基づき、名誉会員と終身会員に関する事項は本規程に定める。 

 

（名誉会員） 

第２条 名誉会員は終身とする。 

２． 会員で、次の各号の条件全てに該当したとき、本規程第 4条に定める名誉会員･終身会員推薦委員

会（以下、「委員会」という。）の議を経て、理事会が名誉会員として推薦し、社員総会で推戴する。 

（１）年齢おおむね 70 歳以上 

（２）会長、会頭またはこれに準ずる会務（理事または監事 4期計 8 年以上） 

（３）本会（または他学会等）より学術に関する受賞のあること 

 

（終身会員） 

第３条 正会員で、次の各号の条件全てに該当したとき、本規程第 4 条に定める委員会の議を経て、理事

会が終身会員として推薦し、社員総会で推戴する。 

（１）年齢 73 歳以上 

（２）30 年以上にわたって会員であること 

（３）参与の経験を有すること 

 

（推薦委員会） 

第４条 名誉会員･終身会員推薦委員会を設置する。 

２． 委員長は、会長がこれを務める。 

３． 委員は、正会員の内から、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。 

４． 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 

５． 委員会は、名誉会員または終身会員該当者の有無及び該当者の審議を行い、その結果により候補

者を推薦する場合は、書面を持って理事会に推挙する。 

 

（名誉会員記、終身会員記） 

第５条 名誉会員には名誉会員記、終身会員には終身会員記を、本学会の年次大会（社員総会）において

贈呈する。 

 

（規程の変更） 

第６条 この規程の変更は理事会の決議による。 

 

附 則 当分の間、名誉会員・終身会員推薦委員は、本規程第 4 条第 3 項にかかわらず、業務執行理事が

これを務める。 

２． 外国人正会員を名誉会員に推薦する場合には、本規程第 2 条第 2 項の条件全てに該当しなくても

よいこととする。 

３． 重篤な疾病に罹患している正会員を終身会員に推薦する場合には、本規定第３条(1)の条件に該当

しなくてもよいこととする。 

４.   会員である期間が相当年数であり、栄養科学・食糧科学および、学会への貢献が特に顕著である

正会員を終身会員に推薦する場合には、本規定第３条（２）の条件に該当しなくてもよいこととす

る。 

５．  この規程は、本法人が公益法人に登記した日（平成 23 年（2011 年）9 月 1 日）から施行する。 

６.  平成 26 年 (2014 年)１月 25 日から施行する。 

 

 
 

臨床栄養管理学
タイプライターテキスト
（資料7）



            理事会報告         （資料 8） 

公益社団法人日本栄養・食糧学会 平成 27年度第 4回理事会報告 

 

開催日：平成 27年 11 月 3日（祝）13：00-15：45 

会場：お茶の水女子大学本館 1階 103号室 

 

１．報告事項 

・庶務報告 

  平成 27 年 7 月 24 日に内閣府立ち入り検査があり、その報告があった。（次回は 3年後） 

・学会誌編集報告 

 和文誌採択率：約 40％  

  JNSV：全体の採択率は 48％（ビタミン 42％、栄養 49％、食品 54％） 

・第 70回大会（神戸・西宮） 

  既に演題申し込み開始。締め切りに注意のこと（例年より早い）。 

  若手優秀発表賞の第 1回。 

・「栄養・食糧学基金」「若手研究助成」 

・国際交流委員会 

  第 70回大会（2016年）において、国際シンポジウム開催 

  “Progress of International Cooperation for Nutritional Sciences” 

 

２．協議事項 

  ・会員の入会・退会の承認 

    10月 28日現在：正会員 2,944人、学生会員 587人、賛助会員 67 

  ・代議員選挙の件（10 月１～20日） 

    中部支部投票率：32％（前回：21％） 

全国平均投票率：29％（前回：20％） 

  ・支部選出理事候補者定数の件（今年度に理事選挙を実施） 

    全体で 16 名。現在の関東支部 6 名から 5 名に。現在の中国・四国支部 1 名から 2 名に。

中部支部は 2名。 

  ・第 72回大会開催地および準備責任者内定の件 

    担当支部：中国・四国支部  開催都市：岡山市 

    大会準備責任者：辻 英明先生（岡山県立大学） 

  ・第 12回アジア栄養学会議・第 69回大会収支計算書承認の件 
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