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日本農芸化学会関西支部 執行部・幹事会 Web 会議 議事録 

令和 2 年 9 月 26 日（土）10：30～12：00 

  参加者：宮川、渡部、津村、白井、奥、兒島、増村、佐野、山地、谷、吉田、石川、

金丸、村井、島、山本 

 

議題 

 

1. 来年度執行部および担当校幹事について（資料 1） 

 資料 1 に次期執行部および担当校幹事を記載 

 

2. 来年度事業について（資料 2） 

 例年通りの事業を予定 

 

3. オンライン講演会について （資料 3） 

 13:30 開催の Web 講演会の進行について議論 189 名参加登録 

 

4. 第 513 回講演会の開催について（資料４） 

 11 月 28 日開催の神戸大担当の例会実施案について議論  

 神戸大科学技術イノベーション研究科と共催とし、Cisco Webex Meetings を利用 

 要旨集は pdf 版を用意し、賛助企業には印刷体を配布 

 受賞講演 2 件 

 

5. 第 6 回産官学連携シンポジウムおよび JSBBA KANSAI 7th Student Forum について 

（資料 5） 

 産官学連携シンポは 11 月 7 日(土)に開催 

 JSBBA KANSAI 7th Student Forum は 12 月 5 日(土)に Zoom で開催（日本語） 

 

6. 関西支部賛助企業の会費について 

 30 社に従来通り会費請求 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      

報告 

1. 理事会報告（資料 6） 

 

2. 日本農芸化学会関西支部提案公募事業 

  令和 2 年度第 3 回（締切 8 月 15 日）の募集に対して申請はなし。令和 2 年度第 4 回

（締切 11 月 15 日、事業開催期間：12 月 1 日～翌年 11 月 30 日）は現在募集中。

https://service.dynacom.jp/form/g/jsbba/f_15/index.php から申請。 

       

3. 第 514 回および第 515 回講演会の中止について        

  大阪府立大学で 7 月 11 日開催を予定していた第 514 回講演会および龍谷大学で 9 月



2 

 

17 日・18 日に開催を予定していた第 515 回講演会は新型コロナウイルスの影響で中止。 

 

4. その他 

1）各賞の候補者について  

2021 年度（令和 3 年度）日本農学賞 本会推薦候補者推薦募集（9 月 30 日締切） 

第 3 回農芸化学中小企業産学・産官連携研究助成採択候補者の募集について（9 月 30 日

締切） 

2）日本農芸化学会関西支部 2020 年度支部技術賞について（資料 7） 

  応募締切を 11 月 30 日（月）まで再延長。 

 

 

 

第 513 回例会時の執行部・幹事会の議案 

1. 要旨集の pdf 化と賛助企業への配布について 

pdf 化要旨集にも賛助企業の社名とロゴマークを掲載し、印刷体を各社に郵送（pdf の送

付とともに） 

2. 関西支部 HP に賛助企業のロゴマークの掲載の有無について 

3. 関西支部提案公募事業の変更について 

例：50 名以上参加の会合…20 万円、50 名以下の会合…10 万円 

年間の上限額（現在 80 万円）の変更の可否 

4. 今後の講演会のハイブリット化に向けた対策について 

支部での高性能のカメラおよびマイクの購入など 

5. 支部技術賞の受賞対象について 
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日本農芸化学会関西支部幹事（令和 3〜4 年度） 

 

支部長 

 入江 一浩（京都大学大学院 農学研究科 食品生物科学専攻 教授） 

  Tel: 075-753-6181, Fax: 075-753-6284, E-mail: irie.kazuhiro.2z@kyoto-u.ac.jp 

副支部長 

 片岡 道彦（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） 

  Tel & Fax: 072-254-9923, E-mail: kataoka@biochem.osakafu-u.ac.jp 

副支部長 

 堤 浩子（月桂冠株式会社 総合研究所 製品開発課 課長） 

  Tel: 075-623-2130, Fax: 075-623-2132, E-mail: h_tsutsumi@gekkeikan.co.jp 

庶務幹事 

 渡辺 大輔（京都大学大学院 農学研究科 食品生物科学専攻 准教授） 

  Tel: 0774-38-3756, Fax: 0774-38-3767, E-mail: watanabe.daisuke.2w@kyoto-u.ac.jp 

会計幹事 

 木村 泰久（京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 准教授） 

  Tel＆Fax: 075-753-6104, E-mail: kimura.yasuhisa.2u@kyoto-u.ac.jp 

庶務幹事（補） 

  塚野 千尋（京都大学大学院 農学研究科 食品生物科学専攻 准教授） 

  Tel: 075-753- 6282, E-mail: tsukano.chihiro.2w@kyoto-u.ac.jp 

幹事校代表（京都府立大学） 

  岩崎 有作（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 教授） 

  Tel & Fax: 075-703-5620, E-mail: ysk-iwasaki@kpu.ac.jp 

幹事校庶務幹事（京都府立大学） 

  田中 俊一（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 准教授） 

  Tel & Fax: 075-703-5659, E-mail: stanaka1@kpu.ac.jp 

幹事校代表（大阪府立大学） 

 阪本 龍司（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） 

Tel: 072-254-9456, Fax: 072-254-9921, E-mail: sakamoto@biochem.osakafu-u.ac.jp 

幹事校庶務幹事（大阪府立大学） 

 甲斐 建次（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） 

  Tel＆Fax: 072-254-9472, E-mail: kai@biochem.osakafu-u.ac.jp 

幹事校代表（神戸大学） 

 宇野 知秀（神戸大学大学院 農学研究科 教授） 

 Tel & Fax: 078-803-5876, E-mail: unotom@kobe-u.ac.jp 

幹事校庶務幹事（神戸大学） 

 山下 陽子（神戸大学大学院 農学研究科 准教授） 

  Tel & Fax: 078-803-6615, E-mail: yoko.y@crystal.kobe-u.ac.jp 

幹事校庶務幹事（京都大学） 

  西野 勝俊（京都大学大学院 生命科学研究科 助教） 

  Tel: 075-753-6273, Fax: 075-753-6274, E-mail: nishino.katsutoshi.7x@kyoto-u.ac.jp 

幹事校代表（2022 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） 

  Tel: 077-599-5718, Fax: 077-599-5808, E-mail: shima@agr.ryukoku.ac.jp 

幹事校庶務幹事（2022 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） 

資料 1 
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    Tel: 077-599-5681, Fax: 077-599-5679, E-mail: r-yamamoto@agr.ryukoku.ac.jp 

日本農芸化学会関西支部 

令和 3年度事業計画（案） 

 

[支部例会（第 515 回講演会）]  

同日開催：支部参与会、産学交流会、懇親会 

開催日：2021 年 5 月 X 日（土）、場所：京都府立大学 

講演申込締切：2021 年 4 月 X 日（金）； 講演要旨締切：2021 年 X 月 X 日（金） 

連絡先：田中俊一（Tel & Fax: 075-703-5659, E-mail: stanaka1@kpu.ac.jp） 

 

[支部例会（第 516 回講演会）]  

同日開催：支部参与会、ミニシンポジウム、懇親会 

開催日：2021 年 7 月 X 日（土）、場所：大阪府立大学 

講演申込締切：2021 年 6 月 X 日（金）； 講演要旨締切：2021 年 6 月 X 日（金） 

連絡先：甲斐建次（Tel＆Fax: 072-254-9472, E-mail: kai@biochem.osakafu-u.ac.jp） 

 

[日本農芸化学会 2021 年度 西日本・中四国・関西支部合同鹿児島大会（第 517 回講演会）] 

同日開催：支部参与会、シンポジウム、受賞講演、懇親会 

開催日：2021 年 9 月 24 日（金）～25 日（土）、場所：かごしま県民交流センター 県民ホール 

講演申込締切：2021 年 8 月 X 日（金）； 講演要旨締切：2021 年 8 月 X 日（金） 

連絡先：実行委員長 玉置尚徳 noritama@chem.agri.kagoshima-u.ac.jp 

 

[産学官連携シンポジウム] 

同日開催：賛助企業情報交換会 

2021 年 10 月開催、場所などの詳細は、担当賛助企業が決定 

＊支部賛助企業とアカデミアの交流を目的に開催 

 

[JSBBA KANSAI Student Forum] 

2021 年 11 月開催、場所などの詳細は、Student Committee が決定 

＊学生の交流と英語による発表会を目的とした学生主体の活動 

  

[支部例会（第 518 回講演会）]  

同日開催：支部参与会、懇親会 

開催日：2021 年 12 月 X 日（土）、場所：神戸大学 

講演申込締切：2021 年 11 月 X 日（金）、講演要旨締切：2021 年 11 月 X 日（金） 

連絡先：山下陽子（Tel & Fax: 078-803-6615, E-mail: yoko.y@crystal.kobe-u.ac.jp ）  

 

[支部例会（第 519 回講演会）]   

同日開催：支部参与会、懇親会 

開催日：2022 年 2 月 X 日（土）、場所：京都大学 

講演申込締切：2022 年 1 月 X 日（金）； 講演要旨締切：2022 年 1 月 X 日（金） 

連絡先：西野勝俊（Tel: 075-753-6273, Fax: 075-753-6274, E-mail: nishino.katsutoshi.7x@kyoto-u.ac.jp） 

 

＊各支部例会では「日本農芸化学会関西支部優秀発表賞（支部長推薦）」、「日本農芸化学会関西支部優秀

発表賞（賛助企業推薦）」（賞金：表彰状と五千円の図書カード）を設けています。 

＊日本農芸化学会関西支部における活動を支援するための提案事業に対して、資金援助することを目的

とする「提案公募事業」を行っています（1 件あたり最大 10 万円を 8 件程度）。 

＊支部賛助企業の活動を理解するため、年１回（2 月予定）、例会でブースの設置と業界説明会「もっと

知ろう賛助企業」の開催を実施します。 

＊支部関連企業の優れた技術を顕彰するため、支部技術賞（2 件以内）を設けています。 

 

資料 2-1 



5 

 

2021 年度関西支部の開催予定のイベントをご案内いたします。 

(連絡先メールアドレスは、[at] を@に換えてください。)  

支部例会（第 518 回講演会） 513～515 回は中止のためナンバーは変更？ 

2021 年  5 月 日 

同日開催：支部参与会、産学交流会、懇親会 

場所：京都府立大学 

連絡先：田中 俊一 

Tel: 075-703-5659  メールアドレス：stanaka1[at]kpu.ac.jp 

支部例会（第 519 回講演会） 

2021 年  7 月 日 

同日開催：支部参与会、産官学連携講演会、懇親会 

場所：大阪府立大学 

連絡先：甲斐 建次 

Tel: 072-254-9472  メールアドレス：kai[at]biochem.osakafu-u.ac.jp 

日本農芸化学会 2021 年度 西日本・中四国・関西支部合同鹿児島大会（第 520 回講演会） 

2021 年  9 月 24～25 日 

同日開催：支部参与会、懇親会 

場所：かごしま県民交流センター 県民ホール、鹿児島大学 共通教育棟 

連絡先： 玉置 尚徳 

Tel: 099-285-7111  メールアドレス：noritama[at]chem.agri.kagoshima-u.ac.jp 

第 7 回産官学連携シンポジウム 2020 年度が第 6 回でオンライン開催 

2021 年  10 月 

同日開催：賛助企業情報交換会、懇親会 

連絡先：塚野 千尋 

Tel: 075-753-6469  メールアドレス： tsukano.chihiro.2w [at]kyoto-u.ac.jp 

 JSBBA KANSAI 8th Student Forum 2020 年度が第 7 回でオンライン開催 

2021 年  11 月 

同日開催：懇親会 

場所：未定 

連絡先：清水 宏祐 

メールアドレス：174a412a@stu.kobe-u.ac.jp 

支部例会（第 521 回講演会） 

2021 年  12 月 日 

資料 2-2 
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同日開催：支部参与会、懇親会 

場所：神戸大学 

連絡先：山下 陽子 

Tel: 078-803-6615  メールアドレス：yoko.y[at]crystal.kobe-u.ac.jp 

支部例会（第 522 回講演会） 

2022 年  2 月 日 

同日開催：支部参与会、懇親会、第 7 回もっと知ろう賛助企業 in 関西支部 

場所：京都大学 

連絡先： 西野 勝俊 

Tel: 075-753-6273  メールアドレス：nishino.katsutoshi.7x@kyoto-u.ac.jp 

第 7 回もっと知ろう賛助企業 in 関西支部 

2022 年  2 月 日 

同日開催：支部例会（第 522 回講演会） 

場所：京都大学 

連絡先：塚野 千尋 

Tel: 075-753-6469  メールアドレス： tsukano.chihiro.2w [at]kyoto-u.ac.jp 
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日本農芸化学会関西支部 

令和 2年度事業計画（案） 

 

[支部例会（第 513 回講演会）] …中止 

同日開催：支部参与会、産学交流会、懇親会 

開催日：2020 年 5 月 23 日（土）、場所：京都府立大学 

講演申込締切：2020 年 4 月 24 日（金）； 講演要旨締切：2020 年 5 月 1 日（金） 

連絡先：佐野 智（Tel & Fax: 075-703-5674, E-mail: satsano@kpu.ac.jp） 

 

[支部例会（第 514 回講演会）] …中止 

同日開催：支部参与会、ミニシンポジウム、懇親会 

開催日：2020 年 7 月 11 日（土）、場所：大阪府立大学･･･第二案は 7 月 18 日 

講演申込締切：2020 年 6 月 19 日（金）； 講演要旨締切：2020 年 6 月 26 日（金） 

連絡先：谷 修治（Tel: 072-254-9466, Fax: 072-254-9921, E-mail: shuji@biochem.osakafu-u.ac.jp） 

 

[関西支部大会（第 515 回講演会）]…中止  

同日開催：支部参与会、シンポジウム、受賞講演、懇親会 

開催日：2020 年 9 月 17 日（木）～18 日（金）、場所：龍谷大学瀬田キャンパス 

講演申込締切：2020 年 8 月 21 日（金）； 講演要旨締切：2020 年 8 月 28 日（金） 

連絡先：山本涼平（Tel: 077-599-5681, Fax: 077-599-5679, E-mail: r-yamamoto@agr.ryukoku.ac.jp） 

 

関西支部 Web 講演会 

開催日：2020 年 9 月 26 日（土） 

参加申込締切：2020 年 9 月 24 日（木） 

連絡先：村井正俊（Tel: 075-753-6406, Fax: 075-753-6408, E-mail: murai.masatoshi.5s@kyoto-u.ac.jp） 

 

[産学官連携シンポジウム] …Zoom 

同日開催：賛助企業情報交換会 ＊支部賛助企業とアカデミアの交流を目的に開催 

開催日：2020 年 11 月 7 日（土） 

参加申込締切：2020 年 11 月 2 日（月） 

連絡先：兒島憲二（Tel: 075-753-6268, E-mail: kojimak@kais.kyoto-u.ac.jp） 

 

[JSBBA KANSAI Student Forum]…Web 開催 

2020 年 12 月 5 日（土）開催、場所などの詳細は、Student Committee が決定 

＊学生の交流と英語による発表会を目的とした学生主体の活動 

  

[支部例会（第 513 回講演会）] …Web 開催 

同日開催：支部参与会、懇親会 

開催日：2020 年 11 月 28 日（土）、場所：神戸大学 

講演申込締切：2020 年 10 月 30 日（金）、講演要旨締切：2019 年 11 月 13 日（金） 

連絡先：金丸研吾（Tel & Fax: 078-803-6618, E-mail: kng@kobe-u.ac.jp）  

 

[支部例会（第 514 回講演会）] …未定 

同日開催：支部参与会、懇親会 

開催日：2021 年 2 月 6 日（土）、場所：京都大学 

講演申込締切：2021 年 1 月 8 日（金）； 講演要旨締切：2021 年 1 月 15 日（金） 

連絡先：村井正俊（Tel: 075-753-6406, Fax: 075-753-6408, E-mail: m_murai@kais.kyoto-u.ac.jp） 

 

＊各支部例会では「日本農芸化学会関西支部優秀発表賞（支部長推薦）」、「日本農芸化学会関西支部優秀
発表賞（賛助企業推薦）」（賞金：表彰状と五千円の図書カード）を設けています。 

＊日本農芸化学会関西支部における活動を支援するための提案事業に対して、資金援助することを目的
とする「提案公募事業」を行っています（1 件あたり最大 10 万円を 8 件程度）。 

＊支部賛助企業の活動を理解するため、年１回（2 月予定）、例会でブースの設置と業界説明会「もっと
知ろう賛助企業」の開催を実施します。 

＊支部関連企業の優れた技術を顕彰するため、支部技術賞（2 件以内）を設けています。 

資料 2-3 
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2020 年 日本農芸化学会関西支部 Web講演会 
 
日時：9月 26 日 13時 30分より 

実施形態：Zoom 会議（関西支部がホスト） 

✓ 発表者に資料提示権限をその都度与えてパワーポイントで発表 

✓ 座長を決めて質疑をモデレート、発言者は「挙手」し、座長が指名、あるいはチャットに書き込まれ

たものを座長が整理してスピーカーに質問する 

■ 開会の辞（13:30-13:35） 

■ 第一部（13:35∼15:05） 

［講演 25分：質疑 5分］ 

講演 1: 根圏代謝物の新しい機能（13:35∼) 

杉山暁史（京都大・生存研）          座長：村井正俊（京都大学） 

講演 2:  食品脂質の皮膚保護作用 ～カロテノイドとセラミドについて～（14:05∼) 

菅原達也（京都大院・農）              座長：兒島憲二（京都大学） 

講演 3:  細菌が放出する膜小胞（membrane vesicle: MV）に関する研究－シャペロン遺伝子破壊による膜小

胞産生能向上を中心に－（14:35∼） 

渡部邦彦（京都府大院・生命環境） 

           座長：奥公秀（京都先端科学大） 

（休憩：15:05∼15:20） 

■ 第二部 九州大会優秀発表ハイライト（15:20∼16:50） 

［講演 11分：質疑 3分：演者交代１分］ 

講演 1: ヤエヤマサソリの脱皮殻に含まれる新奇蛍光物質の探索（15:20∼) 

○義本裕介、田中柾人、宮下正弘、中川好秋、宮川 恒（京都大院・農） 

 

講演 2: コケ由来カンナビノイド Radulanin J の不斉全合成（15:35∼) 

○姜法雄、大江拓人、久世雅樹（神戸大院・農） 

座長：村井正俊（京都大学） 

講演 3: レモンの主フラボノイドであるエリオシトリンの酵素水解（15:50∼) 

○山本涼平、吉村大輔、妹尾拓司、猪谷富雄（龍谷大学・農） 

 

講演 4: 希少糖アルロースの腸 GLP-1 分泌を介したインスリン抵抗性改善作用（16:05∼) 

〇大林健人 1、徳田雅明 2、矢田俊彦 3、岩崎有作 1（1京都府立大院・生命環境、2香川大・医、3関西

電力医学研究所） 

 座長：兒島憲二（京都大学） 

講演 5: タンパク質集合体 G-bodyの形成を容易に判別する小スケール低酸素培養系の検討（16:20∼) 

◯吉村柚紀、平山怜奈、内海亮太郎、三浦夏子、片岡道彦（大阪府大院・生命環境） 

 

講演 6: 形質転換ユーグレナにおけるパラミロン顆粒形成に及ぼす炭素・窒素バランスの影響（16:35∼) 

○西川由依菜 1、多保田真歩 2、重岡 成 1,2、田茂井政宏 1,2,4（1近畿大院農，2近畿大農農, 3近畿大 

附属農場, 4近畿大アグリ技研） 

 座長：奥公秀（京都先端科学大） 

■ 閉会の辞（16:50∼16:55） 

■ オンライン懇親会（自由参加、17:00∼） 
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日本農芸化学会関西支部例会（第 513回講演会）実施案 

 

従来の通りの現地開催を目指しましたが、本学の新型コロナウイルス感染拡散防止ガイドライン

に従いオンライン開催とする結論に達しました。従って、恒例の懇親会（忘年会）も開催できません

ので、オンラインでのハッピーアワー開催を提案します。自粛ムードを払拭する好機になればと努

力いたしましたが、望み叶わず申し訳ありません。 

以下、関西支部例会（第 513回講演会）オンライン開催実施案についてお諮りいたします。 

 

1) 日時: 2020年 11月 28日（土）13:00～ 

2) 場所: オンライン（Cisco Webex Meetings を神戸大にて設定運用します。） 

（要審議）神戸大科学技術イノベーション研究科の契約ライセンスを使用するため、同研究科と

の共催とすることをお諮りします。（ライセンス無料使用が可能になります。） 

3) 参加登録は本部システムにて 11月 20日（金）17:00まで（期日厳守）。参加登録無料。 

オンライン会議の設定は登録メールアドレスにて全てをコントロールいたします。 

4) 演題登録 10月 30日（金）17:00まで、要旨提出 11月 13日（金）17:00まで（期日厳守） 

メール添付にて神戸大 金丸研吾先生宛（kng@kobe-u.ac.jp）。 

5) 演題登録をもとにプログラムを作成し 11月上旬に支部 HPに公開。同時に座長担当を依頼。 

（要確認）招待講演や特別講演などの予定は？  

6) 要旨集は pdf発行し、申し込みメールアドレスへ 11月 24日（火）までに送付（参加者リストが

完成し次第）。印刷物は配布される支部執行部で手配頂く方が効率的かと思われますがいかがで

しょうか？ 

7) 当日の流れ（詳細は参加登録者へメールにて案内する予定）： 

講演会に先立って、発表者および座長へのチュートリアルを実施。 

質疑応答については、質問コメントを Chat 機能にてテキストで受け付け（発表中の受け付けが

可能）、それを座長が代読して発表者が回答する（質問の重複や時間配分を考慮）。 

（要審議）Slackによる継続議論の要否についてお諮りします。 

8) 優秀発表賞投票は別途案内の Tagvoteにて（審査員該当者のみメールで URL を案内）。 

自動集計の結果を当日口頭で発表。賞状及び副賞の授与は別途郵送（またはメール送付）。 

9) ハッピーアワー（懇親会）は別途案内の Zoomにて（飲み物や食事は参加者の自己負担）。 

スピーチ担当者を指名トレインしたいと思いますのでご協力をお願いします。 

 

以上です。ご審議宜しくお願いいたします。 

開催幹事校 神戸大学： 

吉田 健一（kenyoshi@kobe-u.ac.jp） 

金丸 研吾（kng@kobe-u.ac.jp） 

石川 周（shu@people.kobe-u.ac.jp） 
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第６回日本農芸化学会関西支部 産学官連携シンポジウムのお知らせ 

 

日本農芸化学会関西支部参与、支部顧問、賛助企業の皆様 

 

平素より日本農芸化学会関西支部の事業にご協力頂き、有難うございます。 

 

さて関西支部では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4 月以降の支部例会や 9 月に予定していた

支部大会についても中止を決定しております。このような状況下において、賛助企業と支部会員との交流

を深め、産学官の連携を活性化する目的で例年実施して参りました産学官連携シンポジウムを、この度

Zoom を用いたオンライン講演会として下記の通り企画しました。ご多用のこととは存じますが、多数の

方にご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

■ 日時：11 月 7 日（土）14 時 30 分より 

■ 実施形態：Zoom（関西支部がホスト） 

■ プログラム 

 ・開会の辞（14:30～14:35） 

 ・企業講演（14:35～15:35）［講演 50 分、質疑 10 分］ 

  演題：食品のおいしさを演出する創香の世界 

       藤村 太一郎 様（塩野香料株式会社顧問・帝塚山大学教授）      

                                                        座長：津村 和伸（不二製油）        

 

（休憩：15:35～15:40） 

 

・特別講演（15:40～16:40）［講演 50 分、質疑 10 分］ 

演題：代謝性シグナルによる食欲調節 

       佐々木 努 先生（京都大学農学研究科）     

                                                  座長：奥 公秀（京都先端科学大） 

 

 ・ 閉会の辞（16:40～16:45） 

 ・ オンライン懇親会（自由参加、16:45～） 

■ 参加費：無料 

■ 参加資格：特に設けません（賛助企業からの多数参加を歓迎します） 

■ 参加申込：以下のリンクより、参加申し込みをしてください。 

リンクを入れてください 

（関西支部ホームページ案内にも、上記リンクを 掲載しております。） 

 

■ 参加申込締切：11 月 2 日（月）＊講演会当日の参加申込はできません。 

■ 問合せ先：兒島憲二（京大院・農） 

       Tel: 075-753-6268、 E-mail: kojima.kenji.5m@kyoto-u.ac.jp 

 

関西支部ホームページにも掲載しております。奮ってご参加くださいますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

日本農芸化学会関西支部 

支部長 宮川 恒 
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第 369 回理事会（2020 年 7 月 10 日）報告 

 

◉2021 年度仙台大会 

・対面式とするかオンラインとするか検討中、両睨み 

・3/18-21 どちらにするか 10 月に決定 

 

◉庶務関係 

・有効会員訃報 森田雄平氏 （元副会長、京都大学名誉教授、旧食糧科学研究所所長 

 

◉ダイバーシティ推進 

・2019 年度会員女性比率 25.08％↑（学生会員女性比率 41.91％） 

 

◉広報 

・HP の英語化（特に支部 HP） 

 

◉出版 

・BBB impact factor 1.516↑ 

・Oxford University Press への移行 

 ・掲載料 値下げせず論文賞の原資とする 

 ・著作権 論文の著作権は著者に帰する、OUP は出版権を保有（Exclusive lisence) 

 

◉学会大会業務委託契約 

・大会 イベントコンベンションハウス（ECH）＝近ツリ 

・大会展示 エーイー企画 

 

◉支部大会等のオンライン開催システム 

・登録システム：ダイナコム 

・ウエビナー：近ツリ 

 

◉農芸化学女性研究者及び若手女性研究者チャレンジ研究助成規定の新設 

・従来の女性賞の賞金を研究助成に変える 

 

◉農芸化学女性研究者賞、若手女性研究者賞、企業女性研究者賞の応募要領変更 

・こちらは表彰、応募方法のマイナー変更 

・若手を 40 才以下に上げる 

 

◉会長から 

・支部役員、代議員などの女性比率が低い→積極的登用をお願いする 

・諸々の委員会の委員構成に会員の女性比率を反映させよ 
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日本農芸化学会関西支部 幹事、参与、支部顧問、賛助企業の皆様 

 

平素より日本農芸化学会関西支部の事業にご協力頂き、有難うございます。 

 

さて日本農芸化学会関西支部では、2020年度支部技術賞の受賞候補者を下記の通り募集し

ています。自薦、他薦を問いません。他薦の場合は、候補者の内諾を得てください。推薦

者は日本農芸化学会の正会員とします。関西支部ホームページにも掲載しています

（http://kansai.jsbba.or.jp/technological-

development/2020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e6%8a%80%e8%a

1%93%e8%b3%9e/2020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e6%8a%80%

e8%a1%93%e8%b3%9e%e3%80%80%e5%8b%9f%e9%9b%86%e8%a6%81%e9%a0%85.ht

ml） 

 

■受賞対象：個人、団体またはそれらの連名によるグループ（4候補者以内）で開発し  

 た優れた農芸化学関連技術 (年間で2件以内)。 

■候補者資格：（A) 個人名での応募、または（B) 団体名での応募のいずれかとします。 

 候補者申請書にある応募資格を○で囲んでご応募下さい。ただし、代表候補者が受賞 

 の段階で次の①〜③の1つの条件を満たすことが必要です。 

 ① 関西支部に所属する日本農芸化学会の正会員 

 ② 関西支部に所属する日本農芸化学会の賛助会員あるいはそれに所属する者 

 ③ 関西支部賛助企業あるいはそれに所属する者 

■応募方法：所定の応募様式（候補者申請書）に必要事項を記載し、支部HP内の申込 

 みサイト（https://cloud.dynacom.co.jp/form/g/jsbba/f_15/index.php）より、お申し 

 込みください。 

■応募締切：2020年9月30日（水） 

■選考：関西支部授賞等選考委員会にて行います。 

■表彰と受賞講演：受賞者は、2021年2月開催予定の支部例会（対面開催の場合は、 

 京都大学）にて表彰され、受賞者へのクリスタルトロフィーと表彰状の授与、および 

 受賞講演を行っていただきます。 

 

（ご参考）これまで受賞者は下記のとおりです。 

○2016年度 

・「ケルセチン配糖体配合飲料 特定保健用食品「伊右衛門 特茶」の開発」 

  サントリーホールディングス株式会社 

・「醤油多糖類SPSの健康機能に関する研究開発」ヒガシマル醤油株式会社 

○2017年度 

・｢グリコーゲンの酵素的製造方法の開発と応用研究」江崎グリコ株式会社 

・｢新たな乳酸菌コーティング技術の開発と食品への応用展開｣ 

 日東薬品工業株式会社、株式会社ロッテ、京都大学大学院農学研究科 

○2018年度 

・｢酒粕の機能性に関する研究 〜甘酒、にごり酒への応用〜｣月桂冠株式会社 

○2019年度 

・「加工プロセス技術による食品副産・廃棄物の高付加価値創出に関する研究開発」 
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 帝塚山大学、塩野香料株式会社、神戸大学大学院工学研究科 

・「Lactobacillus pentosus S-PT84 株配合食品の開発」サントリーウエルネス株式会社 

 

奮ってご応募くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

日本農芸化学会関西支部 

支部長 宮川 恒 

************************************************************************ 

白井 理 

日本農芸化学会関西支部庶務幹事 

京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 生体機能化学分野 

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 

電話：075-753-6392 

Fax： 075-753-6456 

メール：shirai.osamu.3x@kyoto-u.ac.jp 

************************************************************************ 


