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          平成 30 年度事業計画       （資料１） 

 

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 12 月 1日（土） 

会場 静岡大学 農学総合棟 

内容 一般講演（16演題） 

 特別講演 

 「プレ・プロバイオティクス研究から 

 腸内細菌叢と宿主のクロストークを理解する」 

  園山 慶（北海道大学大学院農学研究院） 

 

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 12 月 1日（土） 

会場 静岡大学 農学総合棟 
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          平成 31 年度事業計画       （資料２） 

 

１．支部大会 

（１）第 76回支部大会 

日時 平成 31年 11 月 16 日（土）または 30日（土）予定 

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 31年度第 1回参与会 

日時 平成 31年 5月 18 日（土）または 19日（日）予定 

会場 静岡県立大学 

 

（２）平成 31年度第 2回参与会 

日時 平成 31年 11 月 16 日（土）または 30日（土）予定 

会場 静岡大学 農学総合棟 

 

３．次期役員選出 

平成 31 年度第 2 回参与会において、2020、2021 年度支部役員（支部長、副支

部長、支部幹事（庶務、会計、監査）を選出する予定。また、代議員（時期任

期：2019 年 11 月 1日〜2021 年 10 月 31 日）の選出も実施する予定。 
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       平成 31 年度予算（案）         （資料３） 
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  平成 30,31 年度支部参与、代議員、本部理事     （資料４） 

 

支部参与 41 名 ★代議員 16 名 ☆本部理事 3名 ＊転入 1名 

 

  阿部稚里 三重短期大学   辻岡和代 桜花学園大学 

  新井英一 静岡県立大学  ★津田孝範 中部大学  

☆★池田彩子 名古屋学芸大学   寺島健彦 常葉大学 

  和泉秀彦 名古屋学芸大学 ☆★長岡 利 岐阜大学 

  榎本俊樹 石川県立大学  ★西村直道 静岡大学 

  大澤俊彦 愛知学院大学  ★早川享志 岐阜大学 

  大森正英 東海学院大学  ★早瀬和利 愛知教育大学 

  小川宣子 中部大学   日野真吾 静岡大学 

 ★小田裕昭 名古屋大学 ＊★保坂利男 静岡県立大学 

 ★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  

  辻とみ子 名古屋文理大学 

 

 

 

平成 30,31 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） 

 

 



 

           日本栄養・食糧学会参与候補者推薦のお願い 

 

                            公益社団法人日本栄養・食糧学会 

                               会長  宇都宮 一典 

 

本学会の評議員制度は平成 23年の公益社団法人への移行により廃止となりましたが、従来評議

員選出の母体となっていた参与であった会員には、新細則に定められている支部参与になってい

ただいています。 

今回、新しく推薦いただく参与は、「参与に関する規程」に則り推薦をお願い致します。 

なお、参与候補者の資格要件は従来と同じで、次のとおりです。 

第 2条：参与は、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）栄養科学・食糧科学の分野で優れた業績を有する者  

 （２）卒後 6年以上、但し、6年制課程にあっては卒後 4年以上  

 （３）本学会正会員歴 3年以上 

 （４）満 70歳未満の者（平成 30年 4月 1日現在） 

 

 上記に該当する方をご推薦いただく場合には、参与推薦様式 1（日本栄養・食糧学会参与候補

者推薦書）、並びに様式 2（業績目録）に必要事項を記入のうえ、平成 31 年 2 月 8 日（金）まで

に、各所属支部長にその書類を提出して下さい。 

 なお、ご推薦いただいた候補者の方は平成 31年 3月の理事会の議を経て会長より任命され、平

成 31年度日本栄養・食糧学会大会総会にて報告されます。 

 

 

査読者
タイプライターテキスト
（資料５）

査読者
タイプライターテキスト
6



 

7 

 平成 30 年度支部特別協賛団体      （資料６） 

 

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 
 




