
本 会 記 事

第 93回日本放射線化学会理事会議事録（案）

日時 平成 22年 9月 21日（火）午後 6時 15分～午後

7時 30分

場所 名古屋大学工学部研究科 1号館 921室

出席者（敬称略） 中川会長，河内，小林，平出，小嶋

（拓），住吉，吉田，丑田，室屋（勝村代理），泉，

新坂，高橋，永石，中川（清），南波，柴田，長島，

小嶋（崇），駒口，熊谷，藤原，山路，市川，田川，

伊藤，鷲尾（事務局）,オブザーバー　岡

議題

1. 前回議事録確認（事務局）

メールで配布済みの第 92回理事会の議事録（案）

を確認した．

2. 平成 21年度事業報告確認（事務局）

事業報告を確認した．

3. 平成 21年度決算報告（事務局）

APSRC 実行委員会から 70 万円程度が若手支援

金として提供され，42万円を支援した．会誌出版

費や学会賞関連の支出が少なかった．

4. 入退会者，賛助会員一覧（事務局）

入会者 6 名に対し，退会者 16 名であったと報告

があった．現在，正会員 230人，学生会員 34人．

株式会社イー・シーイーと株式会社環境浄化研究

所が新たに賛助会員となり，古河電工が退会した．

また，コーガアイソトープが退会希望であるとい

う報告があった．

5. 平成 22年度予算案，事業計画（事務局）

放射線化学若手の会は討論会の次の週に阪大産研

吉田研が主催するとの報告があった．

6. 時期事務局について（事務局）

9 月から原子力機構・東海の平出副委員長が担当

することとなった．

7. 平成 22年度役員名簿（事務局）

編集委員長が小嶋理事（原子力機構・高崎）から

小林副会長（産総研）に，委員が理事の新坂理事

から堀邊英夫理事に変更となることが報告され

た．山路理事の所属の間違いを訂正した．編集委

員会・推薦委員会以外の委員会の名簿を掲載する

ため，名簿を事務局に提出することとなった．

8. 会長報告（中川会長）

29学会会長緊急声明についての報告があった．

9. 編集委員会報告及び各委員会報告

• ホームページ担当者報告

現在，日本放射線化学会のホームページを設

置している国立情報学研究所のWeb サービ

スが平成 23 年度 3 月で終わるため，新たに

ホスティングサービスと契約する必要がある

と報告があった．

• 国際交流委員会報告（吉田理事）

APSRC に 3 名の若手の旅費 42 万円を支援

し，支援者の山下真一氏（原子力機構・東海）

は招待講演，藤田創氏（早大）はポスター賞

を受賞した．今回支援はしなかったが，端邦

樹氏（東大）も受賞した．外国人ネットワー

クの確立連絡会を第 53回放射線化学討論会

の総会後の昼食時に行うことも報告された．

10. 学会業務委託契約書の確認（事務局）

これまで，入会申込は国際文献が受け付けていた

が，事務局の確認の上で入会を受け付けるように

変更したことが報告された．

11. 国際会議報告
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• ICRR2011（中川会長）

2011年 8月 28日～9月 1日にワルシャワで

開催される．JARR から若手支援を行うよう

に，という話が来ているので，次の理事会で

支援について検討したい．APSRC2010 へは

APSRC2008の剰余金を使ったが，今後の支

援については，学会の資金を取り崩すしかな

い，との報告があった．学会資金の一部をそ

のような用途で使用することが出来るように

総会で諮ることが提案され（事務局），ICRR

には通常どれくらいの学生が参加しているの

か（柴田理事），といった質問があった．

• APSRC2010（事務局）

APSRC2012は中国で開催の予定だが，イン

ドで開催された APSRC2010にはビザ発給の

関係で中国からは 2名しか参加していなかっ

た．次回の開催については，勝村理事が調整

することとなった．

12. 2011年第 54回放射線化学討論会について（平出

副会長）

2010 年 9 月 28 日～30 日にスパリゾートハワイ

アンズで開催予定であると報告があった．シング

ルルーム（35部屋）は部屋には温泉が付いていな

いが，4～5 名用の普通の部屋（10畳）には温泉

風呂が付いている．

13. 学会賞応募について（中川会長）

学会賞の推薦書の書き方について，ある程度の注

意をメールで流す方が良い，との提案があった．

14. 第 55回放射線化学討論会の候補地について

東北大学を第一候補とし，後日打診し，承諾し

て頂ければ開催担当として決定することとする．

（10月 1日に東北大学越水先生からメールで，浅

井先生のご承諾も得られ，東北大学から第 55 回

放射線化学討論会の開催を担当する旨の連絡を頂

いております．）

15. 日本化学会での発表について（河内副会長）

日本化学会での発表を引き続きお願いしたい．以

前のように放射線化学のセッションをなくしてし

まう，という話は最近はなくなったようである．
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平成 22年度役員名簿（平成 23年 3月 1日現在）

会長 中川和道（神大院人間発達環境）

副会長 河内宣之（東工大院理工） 鷲尾方一（早大理工研）

平出哲也（原子力機構・東海） 小林慶規（産総研）

常任理事 丑田公規（理研） 辻正治（九大先導研）

小嶋拓治（原子力機構・高崎） 永石隆二（原子力機構・東海）

錦見敏朗（NHVコーポレーション） 真嶋哲朗（阪大産研）

柴田裕実（京大院工） 吉田陽一（阪大産研）

住吉孝（北大院工） 勝村庸介（東大院工）

理事 青木康（住友重機械） 砂川武義（福井工大）

長島章（放振協） 高橋憲司（金沢大工）

小嶋崇夫（大阪府大院工） 竹中康之（北教大）

依頼中（原子力機構・関西） 中川清子（都立産技研）

工藤久明（東大院工） 中村一隆（東工大セラミック研）

熊谷純（名大院工） 駒口健治（広大院工）

伊藤賢志（産総研） 藤原邦夫（イーシーイー）

関修平（阪大院工） 依頼中（京都工芸繊維大学）

鈴木信三（京産大理） 泉佳伸（福井大）

堀邊秀夫（金沢工大） 山路稔（群馬大院工）

監事 南波秀樹（原子力機構・東海） 平岡賢三（山梨大工）

事務局 茨城地区（原子力機構・東海）

顧問 佐藤伸 籏野嘉彦

田川精一（阪大産研） 濱義昌（早大理工研）

田畑米穂（原子力システム研究懇話会） 市川恒樹（北大院工）

名誉会員 今村昌 近藤正春

団野皓文

編集委員会 委員長：小林慶規（産総研） 高橋憲司（金沢大工）

主任：中川清子（都立産技研） 熊谷純（名大院工）

廣木章博（原子力機構・高崎） 古澤孝弘（阪大産研）

古屋謙治（九大院総合理工） 青木康（住友重機械）

近藤孝文（阪大産研） 山下真一（原子力機構・東海）

推薦委員会 田川精一（阪大産研） 濱義昌（早大理工研）

立矢正典（産総研） 平岡賢三（山梨大工）

南波秀樹（原子力機構・東海）
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平成 21年度会計決算報告（平成 22年 8月 31日現在）

収入の部 　 （単位：円）
項目 21年度予算案 21年度決算 内容等
賛助会員（17社 74口） 700,000 680,000 21年度契約数 74口，うち退会 1口，前受金 1社 3

口，未納 1社 3口 ×2年
個人正会員（236名） 1,000,000 952,000 4,000×199名＋過去年度分（148,000），前受金充当

5名，預り金 2名，未納 32名
学生会員（34名） 21,000 1,500×13名＋過去年度分（1,500），未納 21名
要旨集 CD販売 0 6,000
雑収入（利息等） 150,000 1,375 国際文献分（443），早稲田大学分（932）

15,476 著作権料
709,160 APSRC実行委員会より若手支援金として

戻入金 0 78,439 第 52回放射線化学討論会より
補助金 50,000 早大より国際文献への補助（20,000），理事会経費

補助（30,000）
積立基金からの繰り込み 0 0
前年度繰越金 2,009,246 2,009,246

合計 3,859,246 4,522,696

支出の部
項目 21年度予算案 21年度決算 内容等
通信連絡費 50,000 3,960 送料等
振込手数料 6,405 編集，HP，原稿料，若手の会等
事務委託費
年間業務費 650,000 687,333 6–8月 (47,655)，9–12月 (507,986)，1–6月 (131,692)

会誌 300,000
原稿料 28,000 88号，振込手数料（1,050）
原稿料 36,000 89号，振込手数料（1,365）
テンプレート代 100,000 50,000×2名，振込手数料（840）

会議費 100,000 62,435 理事会弁当代＋お茶代
放射線化学討論会援助 200,000 200,000 振込手数料（420）
先端放射線化学シンポジウ
ム援助

100,000

若手の会夏の学校援助 150,000 150,000 振込手数料（210）
学会賞 100,000 24,024 振込手数料（420）
企画委員会経費 75,000
将来構想委員会経費 75,000
編集委員会経費 200,000 150,000 振込手数料（210）
日本放射線研究連合負担金 50,000 50,000 振込手数料（420）
ホームページ運営費 60,000 60,000 振込手数料（420）
APSRC若手支援 420,000 140,000×3名，振込手数料（1,050）
予備費 100,000
小計 2,210,000 1,978,157
次年度繰越金 1,649,246 2,544,539

合計 3,859,246 4,522,696
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平成 21年度入退会希望者一覧

入会

会員種別 会員番号 会員名 所属所属機関名 紹介者

正会員 656 清藤一 （独）日本原子力開発機構高崎量子応用研究所 小嶋拓治

学生会員 657 別當良介 早稲田大学理工学術院総合研究所 鷲尾方一

正会員 658 石倉理恵 （株）FC研究所

学生会員 661 藤田創 早稲田大学理工学術院総合研究所 鷲尾方一

学生会員 662 及川敬太 北海道大学大学院工学研究院 住吉孝

正会員 663 堀邊秀夫 金沢工業大学バイオ・化学部 新坂恭士

退会

会員種別 会員番号 会員名 所属所属機関名 退会日

正会員 68 岡嵜正治 （独）産業技術総合研究所中部センター 2009/10/13

正会員 79 小田英輔 2009/10/28

正会員 89 片貝秋雄 （独）日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門 2009/9/25

正会員 97 金子信忠 上海高砂鑑臣香料有限公司開発本部食品香精研究所 2009/11/2

正会員 103 川上和市郎 2010/9/9

正会員 123 監物孝明 2009/8/31

正会員 194 須永博美 （財）放射線利用振興協会 2010/8/31

正会員 283 沼尻一義 産業技術総合研究所生活協同組合 2010/8/31

正会員 290 萩原幸 セーフテック・インターナショナル株式会社 2009/9/21

正会員 366 三木茂男 新日本理化 2010/8/31

正会員 425 若山晃伸 林純薬工業（株）中央研究所 2009/12/31

正会員 479 長谷陽子 大阪大学大学院基礎工学研究科 2010/9/2

正会員 564 山之内昭介 日新電機（株）技術開発研究所 2010/8/31

正会員 574 坂本雅典 大阪大学産業科学研究所真嶋研究室 2009/10/26

正会員 578 佐藤正幸 日本原子力研究開発機構東海研究開発センター 2010/3/18

学生会員 593 岩田阿佑美 名古屋大学工学研究科 2009/9/25

第 91号 (2011) 72



平成 22年度日本放射線化学会賛助会員

（株）アイ・エレクトロンビーム
（株）NHVコーポレーション
http://www.nhv.jp

（株）イー・シーイー （株）環境浄化研究所

（独）日本原子力研究開発機構
http://www.jaea.go.jp

四国電力（株）

ビームオペレーション（株） 住友スリーエム（株）

住友電気工業（株）
http://www.sei.co.jp

（財）放射線利用振興協会

ラジエ工業（株）
http://www.radia-ind.co.jp

マイクロ電子（株）

東電環境エンジニアリング（株） レーベン館株式会社

DICグラフィックス株式会社 日立電線株式会社

東京電力 (株)
http://www.tepco.co.jp
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〒319–1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2–4
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日本放射線化学会
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