
日本栄養・食糧学会中部支部 

平成 24年度 第 2 回 参与会 次第 
 

日 時  平成 24年 12月 15日 (土曜日) 12：00～12：45 

場 所  名古屋大学 農学部 第 5講義室 

出席者   下村吉治、竹内弘幸、津田孝範、長岡利、早川享志、早瀬和利、古市幸生、

堀尾文彦、渡辺達夫、阿部稚里、池田彩子、石原健吾、和泉秀彦、 

大森正英、合田敏尚、斉藤慎一、佐藤祐造、辻とみ子、辻岡和代、 

寺島健彦、三嶋智之、村上太郎、村松宰、森田達也、森山三千江  

（順不同）合計 25名 

 

議 題 

 

I 審議事項                              

１．平成 24年度事業計画（資料 1）   （津田庶務幹事） 

２. 平成 25年度事業計画（資料 2）      （津田庶務幹事） 

  ３．平成 25年度予算案（資料 3）          （小林会計幹事） 

４．その他            （堀尾支部長） 

 

Ⅱ 報告事項 

    １．平成 24・25年度代議員について（資料 4） （堀尾支部選挙管理委員長） 

２．理事会報告      （合田理事） 

３．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 24年度事業計画（案）       （資料 1） 

１． 支部大会 

（１）第 63回支部大会 

日 時  平成 24年 7月 7日(土) 13：20～17：05 

会 場  名古屋大学 農学部第３講義室 

公開シンポジウム 

「栄養学研究と実験動物 －最新の研究動向と応用例－」 

『栄養学研究を支えるラットリソース』 

               京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設 庫本 高志 

『マウス全遺伝子機能解析プロジェクトとマウスクリニック 

       －マウス表現型解析の標準化の潮流－ 』 

         （独）理化学研究所マウス表現型解析開発チーム 若菜 茂晴 

『食事性高コレステロール血症ラットの責任遺伝子の解析』 

          九州大学大学院農学研究院  佐藤 匡央 

『脊椎動物の季節適応機構：比較生物学のすすめ』 

 名古屋大学大学院生命農学研究科  吉村 崇 

 

  ライトパーティー（農学部第５講義室） 

 

（２）第 64回支部大会 

日 時  平成 24年 12月 15日(土) 13：30～17：10 

会 場  名古屋大学 農学部第３講義室 

 

一般講演（11演題） 

懇親会（レストラン 花の木） 

 

 

２． 参与会 

（１）平成 24年度第 1回参与会 

日 時  平成 24年 7月 7日(土) 12：00～12：45 

 会 場  名古屋大学 農学部第５講義室 

 

（２）平成 24年度第 2回参与会（予定） 

日 時  平成 24年 12月 15日(土) 12：00～12：45 

 会 場  名古屋大学  農学部第５講義室 

 

 

 

 



平成 25年度事業計画（案）       （資料 2） 

１．支部大会 

（１）第 65回支部大会 

日 時  平成 25年 11月頃  日時未定 

会 場  未定 

内 容   未定 

 

 

２．参与会 

（１）平成 25年度第 1回参与会 

日 時  平成 24年 5月頃  日時未定 

 会 場  未定 

 

（２）平成 25年度第 2回参与会 

日 時  平成 25年 11月頃  日時未定 

  会 場  未定 

 

 

３．次期役員選出 

 平成 25年度第 2回参与会において、平成 26・27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（次期任期：平成 25年 11月 1日～平成 27年 10月 31日）の選出も

行われる予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 25年度予算（案）        (資料 3) 

 

 

 

 

 

 



（資料 4） 

平成 24・25年度支部参与、代議員、本部理事（平成 24年 11月 1日～） 
 

青木 直人  三重大学    ★長岡 利   岐阜大学 

阿部 稚里    三重短期大学    中島 久男  日本大学 

池田 彩子  名古屋学芸大学      ★●早川 享志  岐阜大学 

石原 健吾  椙山女学園大学       ★早瀬 和利  愛知教育大学 

和泉 秀彦    名古屋学芸大学     古市 幸生  名古屋女子大学 

榎本 俊樹  石川県立大学  ★堀尾 文彦  名古屋大学 

大澤 俊彦   愛知学院大学  ★松田 幹   名古屋大学 

大森 正英  東海学院大学    三嶋 智之  岐阜医療科学大学 

★小川 宣子  中部大学     三宅 義明  東海学園大学 

★小田 裕昭  名古屋大学      村上 太郎  至学館大学 

★小原 章裕  名城大学        村松 宰   松本大学 

金丸 義敬  岐阜大学       ★森田 達也  静岡大学 

●合田 敏尚  静岡県立大学    森山 三千江 愛知学泉大学 

小林 身哉  金城学院大学   ★森脇 久隆  岐阜大学 

斉藤 慎一  静岡英和学院大学    山本 由喜子 東海学園大学 

  佐藤 祐造  愛知学院大学  ★横越 英彦  中部大学 

★下村 吉治     名古屋大学   ★横澤 隆子  富山大学 

杉山 公男     静岡大学   ★渡辺 達夫  静岡県立大学 

鈴木 公   名古屋経済大学 

田口 寛   三重大学 

★竹内 弘幸  富山短期大学  支部参与      44名 

柘植 治人           ★代議員       16名 

辻 とみ子  名古屋文理大学      ●本部理事（平成 24・25年度）2名 

  辻岡 和代  桜花学園大学 

★津田 孝範  中部大学 

  寺島 健彦  浜松大学 

 

 

平成 24・25年度支部役員 

支 部 長     堀尾 文彦（名古屋大学大学院生命農学研究科） 

副支部長     合田 敏尚（静岡県立大学食品栄養科学部） 

支部幹事（庶務） 津田 孝範（中部大学応用生物学部） 

支部幹事（会計） 小林 美里（名古屋大学大学院生命農学研究科） 

支部幹事（監査） 小田 裕昭（名古屋大学大学院生命農学研究科） 

 

 



平成 24年度支部特別協賛団体  

 

愛知ヨーク株式会社 

味の素株式会社名古屋支社 

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  

健康食品管理士認定協会 

サンエイ糖化株式会社 

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 

株式会社ポッカコーポレーション 

マルサンアイ株式会社 

三井農林株式会社食品総合研究所 

株式会社ミツカングループ本社 

 


