
日本農芸化学会関西支部参与会（５０７回）議事録 

2019年 2月 2日（土） 
 

1．2019-2020年度支部幹事 
支部長 
 宮川	 恒（京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 教授） 
副支部長 
 渡部	 邦彦（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 教授） 
副支部長 
 津村	 和伸（不二製油グループ本社株式会社 執行役員 未来創造研究所長） 
庶務幹事 
 白井	 理（京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 准教授） 
会計幹事 
 奥	 公秀（京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 助教） 
庶務幹事（補） 
	 	 兒島	 憲二（京都大学大学院 農学研究科 食品生物科学専攻 助教） 
幹事校代表（京都府立大学） 
	 	 増村	 威宏（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 教授） 
幹事校庶務幹事（京都府立大学） 
	 	 佐野	 智（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 講師） 
幹事校代表（大阪府立大学） 
 山地	 亮一（大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 教授） 
幹事校庶務幹事（大阪府立大学） 
 谷	 修治（大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 准教授） 
幹事校代表（神戸大学）（2019年度関西・中部支部合同大会実行委員長	 兼務） 
 吉田	 健一（神戸大学 農学部/大学院 科学技術イノベーション研究科 教授） 
幹事校庶務幹事（神戸大学） 
 金丸	 研吾（神戸大学大学院 農学研究科 准教授） 
幹事校庶務幹事（2019年度関西・中部支部合同大会庶務） 
 石川	 周（神戸大学 農学部/大学院 科学技術イノベーション研究科 准教授） 
幹事校庶務幹事（京都大学） 
	 	 村井	 正俊（京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 准教授） 
幹事校代表（2020年度支部大会実行委員長） 
 島	 純（龍谷大学 農学部 植物生命科学科 教授） 
幹事校庶務幹事（2020年度支部大会庶務） 
	 	 山本涼平（龍谷大学 農学部 植物生命科学科 助手） 

 
2. 参与の異動 
推薦：齊藤安貴子 氏（大阪電気通信大学工学部 環境科学科教授、推薦者 裏出令子） 
推薦：岡澤敦司（大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 准教授、推薦者 河田照雄） 
推薦：神戸大朋（京都大学大学院 生命科学研究科 准教授、推薦者 河田照雄） 



推薦：岸野重信（京都大学大学院 農学研究科 准教授、推薦者 河田照雄） 
推薦：北島佐紀人（京都工芸繊維大学 応用生物学系 准教授、推薦者 河田照雄） 
推薦：木村泰久（京都大学大学院 農学研究科 助教、推薦者 河田照雄） 
推薦：辻本善之（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 助教、推薦者 河田照雄） 
推薦：村上一馬（京都大学大学院 農学研究科 准教授、推薦者 河田照雄） 
推薦：山内靖雄（神戸大学大学院 農学研究科 助教、推薦者 河田照雄） 

 
3. 関西支部提案公募事業 
	 	 現在、2019年度の第１回応募（2019年 2月 15日締切）を受付中。  
 

4. 支部技術賞について                           
	 	 現在、2019年 6月 30日（必着）を締切として受付中。 
	 	 応募要項は、関西支部 HPの以下サイトに掲載。 
	 	 	 http://kansai.jsbba.or.jp/technological-development/guidelines_tech-3.html 
 

5. 関西・中部支部合同大会（第 510回講演会）について 
    開催日：2019年 9月 21日（土）～ 22日（日） 
    場所：神戸大学 
    講演申込締切：2019年 8月上旬 
	 	 講演要旨締切：2019年 8月中旬 
 

6. 各種委員会報告事項 
     第四回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査 男女共同参画協会連絡会（2016） 
     日本農芸化学会会員解析結果の報告書作成と HPへの掲載 
 

7．その他 
 1）日本農芸化学会関西支部例会（第 506回講演会）、支部参与会、懇親会 
開催日：平成 30年 12月 1日(土) 
	 場所：神戸大学農学部（例会および参与会）と「さくら」（懇親会、18:00～） 
受賞講演１：農芸化学奨励賞受賞者	 若井 暁氏（神戸大学大学院科学技術イノベーシ
ョン研究科）「極限環境微生物のエネルギー変換に関する生化学および熱力学的解析」、

特別講演２：農芸化学女性企業研究者賞受賞者	 堤 浩子氏（月桂冠株式会社）「清酒副
産物の機能性ペプチドに関する研究」 
 

 2）日本農芸化学会関西支部例会（第 507回講演会）、支部参与会、懇親会 
開催日：2019年 2月 2日（土） 
場所：京都大学百周年時計台記念館（2階） 
一般講演 16題 
特別講演 1：支部技術賞受賞講演	 月桂冠株式会社	 ○大浦 新氏、堤 浩子氏、入江元
子氏、大澤麻水氏「酒粕の機能性に関する研究 〜甘酒、にごり酒への応用〜」、特別講
演 2：農芸化学若手女性研究者賞受賞講演、山下陽子氏（神戸大学大学院農学研究科）
「プロシアニジンの高血糖・肥満予防効果に関する研究」 



講演申込締切：2018年 12月 28 日（金） 
講演要旨締切：2019年 1月 7日（木） 
連絡先：木村泰久 
  （Tel:075-753-6469, Fax:075-753-6104, E-mail: ykimura@kais.kyoto-u.ac.jp） 

 
 3）「第4回もっと知ろう賛助企業 in 関西支部」                                             
日時 ： 2019年2月2日（土）	 9：30-12：10	 （第507回支部例会に先立って開催） 
場所 ： 京都大学百周年時計台記念館（2階） 
参加企業14社（50音順）  
・	 植田製油㈱、江崎グリコ㈱、㈱カネカ、菊正宗酒造㈱、月桂冠㈱、三栄源・エフ・

エフ・アイ㈱、サントリーHD ㈱、住友化学㈱、㈱第一化成、宝酒造㈱、日世㈱、
ヒガシマル醤油㈱、不二製油㈱、三井化学アグロ㈱ 

       連絡先：庶務幹事（補）村上一馬（Email: alzkazu@kais.kyoto-u.ac.jp） 
 
 4）日本農芸化学会関西支部例会（第 508回講演会） 
	 	 	 	 	 	 開催日：2019年6月1日（土） 
	 	 	 	 	 	 場所：京都府立大学 
            講演申込締切：2019年4月26日（金） 
            講演要旨締切：2019年5月10日（金）  
            連絡先：佐野	 智（Tel & Fax: 075-703-5674, E-mail: satsano@kpu.ac.jp） 
 
 5）日本農芸化学会 2019年度大会 
会期：2019年 3月 24日（日）〜 27日（水）  
会場：京王プラザホテル 
     （3月 25日： 懇親会） 
	 	 	 東京農業大学 世田谷キャンパス 
     （3月 24〜27日： 授賞式・受賞講演、企業説明会、一般講演、シンポジウム、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  展示会、農芸化学「化学と生物」シンポジウム、男女共同参 
                       画ランチョン、ジュニア農芸化学会、ランチョンセミナー、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 機器・試薬・書籍等展示会等） 
大会参加申込（口頭発表者以外）：事前割引料金	 2019年 2月 12日正午まで 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      正規料金	 2019年 2月 12日正午以降 

 
 6）共催等の連絡 
	 	 ・有機合成 2月セミナー「有機合成のニュートレンド 2019」 
	 	 	 開催日：2月 4日（月）～5日（火） 
      場所：大阪科学技術センター8F 大ホール 
 

	 	 	 	 ・ＧＭＰセミナー 「医薬品製造に関わる GMP の最新動向：講演会＆見学会」 
	 	 	 	 	 開催日：【講演会】２月７日（木）・【見学会】２月８日（金） 
	 	 	 	 	 場所：【講演会】大阪科学技術センター8F 大ホール 
	 



7）訃報 
	 	 新家 龍先生（有功会員）（元神戸大学農学部教授（名誉教授）） 
                                                    平成30年12月14日（金）ご逝去 
 

以上 


