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日本栄養・食糧学会中部支部 

平成 30 年度 第 1 回 参与会 次第 
 

日 時  平成 30 年 6月 16 日 (土曜日) 12：00～13：00 

場 所  静岡大学農学総合棟 2階（209 室） 

出席者   （参与）阿部稚里、新井英一、池田彩子、和泉秀彦、大森正英、小川宣子、

小田裕昭、片山茂、北浦靖之、小林美里、合田敏尚、津田孝範、寺島健彦、

長岡利、西村直道、早川享志、早瀬和利、日野真吾、堀尾文彦、三宅義明、

村上太郎、森田達也 
合計 22名 

 

 

議 題 

 

I 審議事項 

１. 平成 29 年度事業報告（資料１） （長岡前支部長） 

  ２．平成 29年度会計報告（資料２） （北口前会計幹事） 

  ３．平成 29年度会計監査報告（資料３）  （早川監事） 

  ４．平成 30年度事業計画（資料４） （森田支部長） 

５．平成 30年度予算（資料５） （日野会計幹事） 

６．その他 

 

Ⅱ 報告事項 

    １．平成 30年度参与・代議員（資料６，７） （西村庶務幹事） 

２．平成 30年度支部特別協賛団体（資料８） （西村庶務幹事） 

３．理事会報告 （長岡理事） 

４．第 73回大会の準備状況の報告と協力のお願い （合田会頭） 

５．その他 
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          平成 29 年度事業報告       （資料１） 

１．支部大会 

（１）第 72回支部大会 

日時 平成 29年 7月 8日（土）13 時 00 分から 

会場 岐阜大学応用生物科学部 101 多目的ホール 

内容 特別企画「吉田昭先生の思いで」 

青山頼孝先生（日本栄養・食糧学会 名誉会員） 

加藤範久先生（広島大学教授） 

早瀬和利先生（愛知教育大学教授） 

堀尾文彦先生（名古屋大学教授）                

公開シンポジウム「タンパク質、ペプチド、アミノ酸に関する研究の最

近の進歩―吉田昭先生を偲んで―」 

「タンパク質、ペプチド、アミノ酸の生体調節機能の現状と展望 

―腸管での働きを中心に― 」（基調講演）  

           清水 誠（東京農業大学教授）  

「個々のアミノ酸の栄養特性と脳機能」 

                     横越 英彦（静岡県立大学名誉教授）  

「タンパク質、ペプチド、アミノ酸の脂質代謝調節機能」 

           長岡 利（岐阜大学シニア教授・教授） 

「必須アミノ酸の起源」  小田 裕昭（名古屋大学准教授） 

参加者 96名（37名：会員・講演者、59名非会員）、意見交換会参加者 39名 

 

（２）第 73回支部大会 

日時 平成 29年 11 月 25 日（土）13 時 00 分から 

会場 岐阜大学応用生物科学部 101 多目的ホール 

内容 特別講演「ヒトの老化と膜脂質過酸化：食による加齢性疾病の 

予防を目指して」 

    宮澤 陽夫（東北大学大学院農学研究科 教授） 

一般講演 10 演題 

       若手優秀賞選出「静岡県立大学 髙見 紗依子さん」 

参加者 135 名（35 名：会員・講演者、100 名非会員）、意見交換会参加者 40名 

 

２．参与会 

（１）平成 29年度第 1回参与会 

日時 平成 29年 7月 8日(土)  12:00-12:50 

 会場 岐阜大学応用生物科学部 第 1会議室 

 

（２）平成 29年度第 2回参与会 

日時 平成 29年 11 月 25 日(土)  12:00-12:50 

 会場 岐阜大学応用生物科学部 第 1会議室  
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        平成 29 年度会計報告        （資料２） 
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        平成 29 年度会計監査報告      （資料３） 

 

  



5 

        平成 30 年度事業計画        （資料４） 

１．支部大会 

（１）第 74回支部大会 

日時 平成 30年 6月 16 日（土） 

会場 静岡大学 農学総合棟 

内容 日本栄養・食糧学会 学会賞受賞講演  

 「食事要因による消化管機能の制御と代謝性疾患の予防に関する研究」  

 合田 敏尚（静岡県立大学食品栄養科学部）  

 「糖・脂質代謝異常症の遺伝因子と食事因子に関する研究」 

 堀尾 文彦（名古屋大学大学院生命農学研究科）  

 日本栄養・食糧学会 奨励賞受賞講演  

 「抗酸化経路制御に基づく大腸疾患予防に関する食品機能学的研究」  

 東村 泰希（石川県立大学生物資源環境学部）  

 特別講演  

 「腸内細菌研究の歴史と展望」 

        牛田 一成（中部大学創発学術院）  

 

（２）第 75回支部大会 

日時 平成 30年 11 月 17 日（土） 

会場 静岡大学 農学総合棟 

内容 特別講演および一般講演 

 

２．参与会 

（１）平成 30年度第 1回参与会 

日時 平成 30年 6月 16 日（土） 

会場 静岡大学 農学総合棟 

 

（２）平成 30年度第 2回参与会 

日時 平成 30年 11 月 17 日（土） 

会場 静岡大学 農学総合棟 
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       平成 30 年度予算（案）         （資料５） 
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  平成 30 年度支部参与、代議員、本部理事     （資料６） 

 

支部参与 40 名 ★代議員 15 名 ☆本部理事 2名 ＊新参与 1名 

 

  阿部稚里 三重短期大学   辻とみ子 名古屋文理大学 

  新井英一 静岡県立大学   辻岡和代 桜花学園大学 

 ★池田彩子 名古屋学芸大学  ★津田孝範 中部大学 

  和泉秀彦 名古屋学芸大学   寺島健彦 常葉大学 

  榎本俊樹 石川県立大学 ☆★長岡 利 岐阜大学 

  大澤俊彦 愛知学院大学  ★西村直道 静岡大学 

  大森正英 東海学院大学  ★早川享志 岐阜大学 

  小川宣子 中部大学  ★早瀬和利 愛知教育大学 

 ★小田裕昭 名古屋大学   日野真吾 静岡大学 

 ★小原章裕 名城大学  ★堀尾文彦 名古屋大学 

  笠原賀子 長野県短期大学  ★松田 幹 名古屋大学  

 ＊片山 茂 信州大学   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 

 ★木戸康博 金沢学院大学   三宅義明 愛知淑徳大学 

 ★合田敏尚 静岡県立大学   宮本恵美 金沢学院大学 

  小林美里 名古屋大学   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 

  鈴木和春 仁愛大学   森脇久隆 岐阜大学 

 ★竹内弘幸 富山短期大学   山本由喜子  

 

 

 

 

平成 30 年度支部役員 

支部長 森田 達也 （静岡大学農学部） 

副支部長 小田 裕昭 （名古屋大学農学部） 

監事 早川 享志 （岐阜大学応用生物科学部） 

庶務幹事 西村 直道 （静岡大学農学部） 

会計幹事 日野 真吾 （静岡大学農学部） 

 

 



参与に関する規程 

 
第１条 細則第 49条に基づいて、参与に関する事項はこの規程に定める。 

 

第２条 参与は、所属支部の３名以上の参与の推薦または５名以上の正会員の推薦を受け、理事会の議を経て、

会長が任命する。 

 

第３条 前条の参与候補者を推薦しようとする者は、次の各号の条件全てに該当する者を、参与候補者に推薦す

る。 

（１）当該支部に在籍する正会員であって正会員歴３年以上 

（２）栄養科学･食糧科学の分野で優れた業績を有する者 

（３）大学卒業後６年以上（６年制課程にあっては大学卒後６年以上）に相当する者 

（４）満 70歳未満の者 

 

第４条 代議員、理事、もしくは監事に就任した正会員は、第２条、及び第３条の規定にかかわらず会長が参与

に任命する。 

 

第５条 参与の任期は選任された年度の社員総会の終結のときから始まり、満 73歳に達した直後の定時社員総会

の終結のときまでとする。ただし、参与の資格は、名誉会員または終身会員になった場合、会員でなくな

った場合、および辞任した場合に喪失する。 

 

（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 この規程の施行後最初の参与は、公益法人認定前の当該支部の本部評議員と本部参与とする。 

２． 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。 

３.  平成 26年 (2014年)３月 21日から施行する。 

 

 

westvillage7031
テキストボックス
８

西村直道
タイプライターテキスト
（資料７）
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 平成 30 年度支部特別協賛団体      （資料８） 

 

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 

マルサンアイ株式会社 

株式会社 Mizkan Holdings 
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