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学会だより
◇ 常任幹事会記録

会

報

◇ 第 15 回 SHITA シンポジウム「植物工場関
連の最新トピックス」
開催日時：2004 年 11 月 20 日（土）9 時 40 分～ 16 時 55

開催日：平成 16 年 5 月 15 日

分（講演会）
，17 時 10 分～ 18 時 40 分（懇親会）

場所：東京大学農学部

会場：東京大学弥生講堂（講演会）
，懇親会場：学士会分

出席者：会長 喜多村啓介，副会長 谷坂隆俊，吉田薫，

館（懇親会）

金澤章，渡邉和男，村井耕二，高野哲夫，堤伸浩，高畑

主催：日本植物工場学会（SHITA）

義人，富田因則，佐藤裕，根本博，勝田真澄，森川利信，

問合わせ：〒 467-0003 名古屋市瑞穂区汐路町 3-40 名古

奥本裕，川上直人，熊丸敏博
各常任幹事からの経過報告後，論文賞に関する内規の

屋女子大学内 日本植物工場学会企画委員会 松山正彦
（E-mail: masahiko@nagoya-wu.ac.jp, FAX:052-852-7474

整備，地域幹事の役割，学会ホームページの管理運営，筑

Web ページ：http://shita.jp/society/shita-j.html に，案内およ

波大会の SABRAO との共同開催，
一部の地方自治体によ

び参加申込書式があります．

る遺伝子組換え作物の栽培規制の動きへの対応などにつ
いて討議した．

研究助成公募の案内

集会の案内

◇ 不二たん白質研究振興財団
助成課題募集

◇ 2004 年国際 O-CHA 学術会議 [2004 International Conference on O-CHA (tea) Culture and Science: ICOS]

平成 17 年度

I. 研究者の範囲：大学等およびこれに準じる研究機関
に所属する研究者．
II. 特定研究（共同研究）
：1．特定研究の奨励分野：人に

茶学術研究の発展を目的とした，茶に関する歴史・文

おける健康の維持や病気の予防等に期待される大豆た

化から生産，効能，流通・消費まで，幅広い分野を対象

ん白質および関連成分の有用性に関する領域の共同研

とする国際会議です．

究を対象とする．2．研究助成額および研究期間：1）助

開催日時：2004 年 11 月 4 日（木）～ 6 日（土）

成額は単年度で 500 万円（採択予定件数約 1 件）
．2）研

会場：静岡県コンベンション・アーツセンター（グラン

究期間は平成 17 年 4 月より原則として 3ヶ年．3）応

シップ）静岡県池田 79-4 詳しくは Web ページ：http://

募ご希望の方は予め事務局に連絡．

www.o-cha.net/english/index.html をご覧下さい．なお，日

III. 一般研究：1. 研究領域と分野：1）研究領域は大豆た

本育種学会では，本会議を後援しています．

ん白質および関連成分に関する研究を対象とする．2）
研究分野：イ．食品科学・食品工学（遺伝・育種に関

◇ 不二たん白質研究振興財団 公開講演会
「大豆のはたらき―食を通して健やかな人
生を in 仙台―」

ロ．栄養科学（栄養に関する生化学・生理学など）
，ハ．

開催日時：平成 16 年 11 月 25 日（木）午後 1 時 30 分～ 4 時

健康・臨床栄養に関する科学（健康の増進，疾病の予

会場：仙台サンプラザ（仙石線榴ヶ岡駅前）3 階クリスタ

防と治療に関する研究など）
．3）萌芽的研究および新

ルルーム 〒 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5 丁目 11

進気鋭の研究者（40 歳以下）の研究について，選考の

番1号

際配慮する．2．研究助成額および研究期間：1）助成額

講演内容：①大豆たん白質は動脈硬化性疾患の発症を防

は 1 件 100 万円見当を基準とする（採択予定件数約 25

ぐ 医療法人芙蓉会村上病院院長／東北食効科学研究所

件）
．2）研究期間は原則として平成 17 年 4 月より 1ヶ

する研究，食品の成分・品質に関する基礎研究，食品
の加工・利用，非食品工業への利用に関する研究など）
，

所長 金澤武道 ②女性の健康と大豆 岐阜大学大学院
医学研究科 疫学・予防医学分野 助教授 永田知里

年．
IV. 応募方法：申込みは，先ず氏名，所属機関名，役職

申し込み：先着 200 名．聴講は無料．申し込み締め切り

名，機関所在地，〒番号，Tel 番号を Fax 又はハガキに

11 月 10 日．FAX または郵送にて．

て平成 16 年 11 月 19 日までに事務局へ連絡．財団か

問い合わせ・申し込み先：不二たん白質研究振興財団

ら，折返し募集要項および応募書類を送付．応募書類

住所：〒 598-8540 大阪府泉佐野市住吉町 1 番地 不二

に必要事項を記入の上，事務局まで提出．提出された

製油株式会社内 TEL：0724-63-1764，FAX：0724-63-1756

応募書類により，学識経験者からなる選考委員会によ

担当：上田，橋本

る選考を経て採否を決定．
V.

問合せ・申込先：〒 598-8540 大阪府泉佐野市住吉町
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1 番地 不二製油（株）内（財）不二たん白質研究振興財

◇ 外国会員入会： Mohammad Zakair Hossain（BAN-

団事務局 上田，橋本 Tel. 0724-63-1764 Fax. 0724-631756

GLADESH）
，韓成貴（中華人民共和国）
，Swets Information
Services（HOLLAND），Faculty of Agriculture Library，N.
Barzilay（ISRAEL）
，Hee Jong Koh, Seo Yound Kim（大韓

◇ 平成 17 年度笹川科学研究助成募集

民国），Crop & Food Research Library（NEW ZEALAND），

研究助成額：1 研究計画 100 万円を限度．

Asif Ali Khan, Ghulam Muhammad Ali
（PAKISTAN）
，
Carlos

募集対象者：平成 17 年 4 月 1 日現在，35 才以下の者（大

Castillo Corbella（PERU）

学院生，博物館および図書館の学芸員・図書館司書等に
は年齢制限なし）
．

住所変更等
◇ 普通会員：石本政男，伊藤祐司，権藤崇裕，佐々木忠

募集期間：平成 16 年 9 月 1 日～ 10 月 15 日．詳しくは，

雄，中本有美，藤田正平（北海道），上田高則（青森），

Web ページ：http://www.jss.or.jp をご覧ください．

平俊雄（福島），井上栄一，上原泰樹，大坪憲弘，加藤
浩，中川仁，平林利郎，若佐雄也（茨城）
，水野和彦（栃

教員公募の案内

木）
，木原誠，工藤暢宏（群馬）
，田代亨（千葉）
，一ノ瀬
，
靖則，永冨成紀，平野博之，宮崎力，山本昭夫（東京）

◇ 京都府立大学大学院農学研究科教員の公募

多田雄一（神奈川）
，丸山一成（新潟）
，下野和彦（福井）
，

京都府立大学大学院 農学研究科 生物機能学専攻

藤木俊也（山梨）
，牛山智彦，北林広巳，重盛勲，松永啓

植物育種学研究室

（長野）
，長谷部健一（岐阜）
，本橋令子（静岡）
，犬飼義

講師（平成 17 年 4 月 1 日現在，40 歳以下）1 名

明，木村達郎，辻寛之，森中洋一（愛知）
，若生忠幸（三

着任時期：平成 17 年 4 月 1 日（予定）

重）
，荻原保成，川浦香奈子，福永健二（京都）
，花田裕

応募期限：平成 16 年 9 月 24 日（金）
（必着）

美，藤岡唯志（和歌山）
，小倉豊，小原義規（岡山）
，長

問い合わせ先：京都府立大学大学院農学研究科生物機能

峰司（広島）
，植田祥平（高知）
，Rahman Shaikh Mizanur，

学専攻 専攻主任 井上雅好
Fax: 075-703-5603

坂井真，佐藤大和，望月龍也（福岡）
，大林憲吾（長崎）
，
岡田吉弘（熊本）
，小川紹文，橋口正嗣（宮崎）
，生駒泰
基，蝦名真澄，坂本守章，高木洋子（沖縄）

日本育種学会会員異動（2004.4.21 ～ 2004.7.20）

◇ 学生会員：安太田智，黒田洋輔，松本雄一（茨城），赤
堀敦史，山本優子（愛知）
，辰巳真一（大阪）
，國米修平

◇ 普通会員入会：藤井弘毅（北海道），手塚正教（青

（岡山）
，今山輝之（宮崎）
，Khun Leanghak（沖縄）

森），鈴木栄（岩手），加来久敏，川上新一，並木信和，

◇ 団体会員：大学共同利用機関法人情報・システム研

吉岡照高（茨城）
，菊池洋介，新庄康代（埼玉）
，後藤真

究機構（静岡）
，中部大学図書館（応用生物学部）
（愛知）
，

帆摩（千葉）
，辛昌錫，澁澤直恵（東京）
，後藤明俊（新

アサヒビールモルト（株）
（滋賀），独立行政法人農業・

潟）
，猪原由久（岐阜）
，春日部芳久（滋賀）
，霍田真一，

生物系特定産業技術研究機構果樹研究所ブドウ・カキ研

外山潤，三枝大樹（宮崎）

究部（広島），徳島県立農林水産総合技術センター（徳

◇ 学生会員入会：山田誠（青森），晴山聖一（岩手），

島）
，九州沖縄農業研究センター野菜花き研究部（福岡）
，

白戸陽子，藤井壮太（宮城）
，柴田翔，永田裕加里，古川

九州沖縄農業研究センター企画連絡室（熊本）

勉（茨城）
，小林雅彦，宮野義之，山村太一（千葉）
，太

◇ 外国会員：胡景杰，哈徳尓 阿不来提（中華人民共

田一良（東京）
，二上崇（神奈川）
，竹内一成，渡邉敏行

和国）
，Nisar Ahmed（PAKISTAN）

（新潟）
，前田節子（静岡）
，森田美佳（京都）
，玉置祥二
郎（奈良）
，粟山貴也（香川）

◇ 団体会員入会：独立行政法人種苗管理センター嬬恋

逝去
高橋萬右衛門（岩手，名誉会員）

農場（群馬）
慎んでご冥福をお祈りいたします．

