
２００８年日本応用藻類学研究会総会 

 

日時 ２００８年６月２１日 17:10～ 

場所 東京海洋大学楽水会館大会議室 

 

 

次   第 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議長選出 

 

４ 議 題 

第１号議案 ２００７年事業報告 

第２号議案 ２００７年会計報告 

第３号議案 ２００８年事業計画案 

第４号議案 ２００８年予算案 

第５号議案 日本応用藻類学研究会規約の一部改正について 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 



【第１号議案】 ２００７年事業報告 

１ 幹事会の開催 

 ２００７年５月２４日午後３時及び６月２９日午後３時から，東京海洋大学応用藻類

学研究室で幹事会を開催し，２００７年の研究会の運営計画を検討した。 

 

２ 日本応用藻類学研究会主催第６回春季シンポジウムの開催 

 ２００７年６月３０日に東京海洋大学楽水会館大会議室において，「ホンダワラ類の

機能と利用」をテーマに第６回春季藻シンポジウムを開催した。演者１２名を含む参

加者は，計８７名であった。 

 

３ 日本応用藻類学研究会総会の開催 

 ２００７年６月３０日に東京海洋大学楽水会館大会議室において，総会を開催し，

２００６年の事業と会計を報告し，２００７年の事業計画と予算案が事務局案どおり決

定された。 

 

４ 第１９回国際海藻シンポジウムのスポンサー支援 

 ２００７年３月２５日から３０日まで神戸市国際会議場で開催された国際海藻協会

主催第１９回国際海藻シンポジウムに対する協賛金のうち１０万円を積み立て，２００

５年と２００６年の各年１０万円ずつの積立金と併せた計３０万円を支出した。 

 

５ 「海藻資源」の寄稿，印刷および配布 

 日本海藻協会機関誌「海藻資源」第１６号及び第１７号に，第１９回国際海藻シン

ポジウム参加報告及び第６回日本応用藻類学研究会春季シンポジウ要旨等を寄

稿するとともに，印刷経費の一部を負担し，印刷物を個人会員に発送した。 

 

６ 日本海藻協会２００７年秋季藻類シンポジウムの協賛 

 ２００７年１０月２２日に東京都で開催された日本海藻協会主催秋季藻類シンポジ

ウム「海藻利用の拡大を目指して」に５万円の協賛金を支出した。また，シンポジウ

ム講演集を個人会員に送付した。 

 

７ シンポジウムの共催 

２００７年１０月１８日，１９日に島根県隠岐郡海士町が主催した「海藻研究集会と



自然観察会 in 海士２００７－カジメ属の生物学と藻場造成」を共催した。 

 

 

 



                   編集経費 

 

 

 

 

 

 

２００７年春季シンポジウム関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

雑誌等の郵送料等 

 

 

 

 

【第３号議案】 ２００８年事業計画案 

１ 春季シンポジウムの開催 

 ２００８年６月２１日に「海藻バイオ燃料」をテーマに東京海洋大学楽水会館で開催す

る。シンポジウムの構成は，テーマ講演４題のほか，一般口頭研究発表１２題，ポスタ

ー研究発表８題である。 

別添資料 1 

項目 金額（円） 備考
郵送料 12,410 総会欠席会員に講演要旨，総会資料送付
郵送料 2,870 新規入会者への連絡，海藻資源送付
小計 15,280
残金 14,720
合計 30,000

別添資料３ 

別添資料２ 

a　収入の部
項目 金額(円） 備考

会員参加費 25,000 1,000円×25名
団体会員 14,000 1,000円×14名
特別会員 2,000 1,000円×2名
発表者同伴 8,000 1,000円×8名
非会員事前予約 78,000 3,000円×26名
非会員当日参加 20,000 4,000円×5名
弁当代 38,000 1,000円×38名
懇親会費 108,000 3,000円×36名
要旨購入 8,000 1,000円×8名
海藻資源販売 2,500 500×5冊

合計 303,500

ｂ　支出の部
項目 金額(円） 備考

会場費 15,390
弁当代 56,540 1,000円×54名＋2,540円
懇親会費 153,000 3,000円×５１名
案内のための通信費 14,500
書籍等送付代 5,260
文具類 28,009 名刺型名札・用紙・製本カバー等
雑費 5,918 紙コップ・ジュース等

合計 278,617

項目 金額(円） 備考
旅費（編集会議） 115,860 41760円（室蘭ー東京往復）

74100円（鹿児島ー東京往復）
郵送費 600
雑費 20 現金書留封筒

小計 116,480
残金 83,520
合計 200,000



２ 「Algal Resources」の発行および配布 

 ２００８年６月と１２月に機関誌，「Algal Resources」を発行し，会員に配布する。 

 

３ 幹事会の開催 

２００８年３月２２日正午及び６月２０日午後２時に幹事会を開催。 

 

４ 協賛，共催シンポジウム等 

応用藻類学に関連するシンポジウム等について，主催者からの依頼があれば幹事

会で検討のうえ協賛，共催する。 

 

５ 広報活動 

 会のホームページを開設するほか，主催，共催シンポジウムの開催案内等を会員に

配信する。 

 

【第４号議案 ２００８年予算案】 

 

 

 　a.収入の部 単位：円
科目 予算額 備考

前年度繰越金 編集繰り越し　83,520円
手持ち繰越金 14,720円 を含む

会費
　個人会員 348,000 2008年分96口　他年度分　20口
　団体会員 0
別刷り代 80,000 10,000円×8人
春季シンポジウム関係 280,000

小計 708,000
合計 1,361,670

ｂ　支出の部
科目 決算額 備考

研究会報告印刷代 400,000 1,000円×200冊×２回
応用藻類学研究会会誌
　　編集経費
春季シンポジウム関係 280,000
その他シンポジウム経費 50,000
広報必要経費 30,000
雑誌送料・通信費 56,000 240円×200通　80円×100通
事務費・コピー代 15,000
予備費（振り込み料金等） 5,000

小計 1,036,000
次年度への繰り越し 325,670

合計 1,361,670

日本応用藻類学研究会　2008年　予算案

200,000

１．2008年予算案（2008年1月1日～2008年12月31日）

653,670



【第５号議案 日本応用藻類学研究会規約の一部改正について】 

 

 本研究会規約の改正を提案する。 

 

 

日本応用藻類学会学会学会学会規約（変更案） 

第１条 本会の名称は日本応用藻類学会学会学会学会（The Japanese Society of Applied 

Phycology）とする。 

第２条 本会は，応用藻類学の進歩応用藻類学の進歩応用藻類学の進歩応用藻類学の進歩，ならびに，会員相互の情報交換の推進を目的と

する。 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため以下の事業を行う。 

（１）総会の開催総会の開催総会の開催総会の開催 

（２）講演会，講習会，研究発表会の開催 

（３）定期刊行物の発行定期刊行物の発行定期刊行物の発行定期刊行物の発行 

（４）海外の応用藻類学分野の研究会への参加並びに情報交換 

（５）応用藻類学応用藻類学応用藻類学応用藻類学の進歩の進歩の進歩の進歩にににに顕著な貢献が認められたもの顕著な貢献が認められたもの顕著な貢献が認められたもの顕著な貢献が認められたものへの表彰への表彰への表彰への表彰 

（６）その他目的達成に必要な事業 

第４条 本会はその目的に賛同する会員によって組織される。 

（１）会員は個人会員，団体会員団体会員団体会員団体会員，，，，名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員からなる。 

（２）個人会員は，応用藻類学に関心のある個人とし応用藻類学に関心のある個人とし応用藻類学に関心のある個人とし応用藻類学に関心のある個人とし，毎年個人会費3,000円を前納す

るものとする。 

（３）団体会員は団体会員は団体会員は団体会員は，，，，応用藻類学に関心のある法人その他の団体とし応用藻類学に関心のある法人その他の団体とし応用藻類学に関心のある法人その他の団体とし応用藻類学に関心のある法人その他の団体とし，，，，毎年団体会費毎年団体会費毎年団体会費毎年団体会費

20202020,000,000,000,000円を前納するものとする円を前納するものとする円を前納するものとする円を前納するものとする。。。。 

（４）名誉会員は名誉会員は名誉会員は名誉会員は，，，，会長が会の運営に特に貢献した個人を発議し会長が会の運営に特に貢献した個人を発議し会長が会の運営に特に貢献した個人を発議し会長が会の運営に特に貢献した個人を発議し，，，，総会の承認を得た総会の承認を得た総会の承認を得た総会の承認を得た

ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。 

（５）会員として入会を希望するものは，所定の入会申込書を提出し，幹事会の承認を

得るものとする。 

第５条 本会には次の役員を置く。 

（１）会長1名，幹事若干名，監事事事事１名 

（２）会長は会を代表会長は会を代表会長は会を代表会長は会を代表すすすするるるる。。。。 

（３）幹事は会長とともに幹事会を構成し，本会の通常の運営にあたる。 

（４）監事は会計状況などを監査する。 

（５）会長会長会長会長および監事および監事および監事および監事はははは個人個人個人個人会員会員会員会員中中中中よりよりよりより総会で総会で総会で総会で選出する選出する選出する選出する。 

（６）会長および監事の任期は３年とし，再任を妨げない。会長および監事の任期は３年とし，再任を妨げない。会長および監事の任期は３年とし，再任を妨げない。会長および監事の任期は３年とし，再任を妨げない。 

（７）会長と会長と会長と会長と監事監事監事監事はひき続きはひき続きはひき続きはひき続き３期３期３期３期選出されることは出来ない。選出されることは出来ない。選出されることは出来ない。選出されることは出来ない。 

（８）幹事は会長が幹事は会長が幹事は会長が幹事は会長が個人個人個人個人会員中よりこれを指名委嘱する。会員中よりこれを指名委嘱する。会員中よりこれを指名委嘱する。会員中よりこれを指名委嘱する。 

第６条 本会に編集委員会をおく。 

（１）編集委員会は委員長を含む編集委員若干名をもって構成し，報文の原稿審査や

発行に関する業務を担当する。 

（２）編集委員長は，幹事の互選により選出する。 



（３）編集委員は，幹事会の承認を経て編集委員長が指名する。 

第７条 本会の経費は会費でまかなわれる。 

（１）本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に金品を本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に金品を本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に金品を本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に金品を寄附寄附寄附寄附出来る。出来る。出来る。出来る。 

（２）寄附された金品の使途は寄附された金品の使途は寄附された金品の使途は寄附された金品の使途は，，，，幹事会で決する。幹事会で決する。幹事会で決する。幹事会で決する。 

第８条 本会の事務局は会長のところに置く。 

第９条 本規約の改正は，役員の発議により総会の承認を得て行う。 

第１０条 付記 

（１）本規約は2001年5月23日から施行する。 

（２）本会の運営年は1月1日から12月31日とする。 

（３）本会の会計幹事の住所・氏名は下記のとおりとする。 

   住所：和歌山県東牟婁郡串本町串本1557-20 

       和歌山県農林水産総合技術センター水産試験場内 

   氏名：木村 創 

 

附則 

  ２００７年６月３０日一部改正 

  ２００８年６月２１日一部改正２００８年６月２１日一部改正２００８年６月２１日一部改正２００８年６月２１日一部改正    

 

 

【参 考】現行規約との対比表（アンダーラインは削除及び追記部分） 

 

日本応用藻類学研究会規約（現行） 日本応用藻類学会学会学会学会規約（変更案） 

第１条 本会の名称は日本応用藻類学研究会（The 

Japanese Society of Applied Phycology）とする。 

 

第２条 本会は，日本海藻協会の活動に協力し，共同研

究およびアドバイスを行い，会員相互の情報交換の推進

を目的とする。 

 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため以下の事業

を行う。 

（１）講演会，講習会，研究発表会の開催 

（２）日本海藻協会会員からの情報や質問に係わる意見

交換及びアドバイス 

（３）日本海藻協会会員との共同研究 

（４）海外の応用藻類学分野の研究会への参加並びに

情報交換 

（５）研究発表の内容その他の情報を日本海藻協会ニュ

ーズレターへ投稿 

（６）その他目的達成に必要な事業 

第１条 本会の名称は日本応用藻類学会学会学会学会（The Japanese 

Society of Applied Phycology）とする。 

 

第２条 本会は，応用藻類学の進歩応用藻類学の進歩応用藻類学の進歩応用藻類学の進歩，ならびに，会員相互の

情報交換の推進を目的とする。 

 

 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため以下の事業を

行う。 

（１）総会の開催総会の開催総会の開催総会の開催 

（２）講演会，講習会，研究発表会の開催 

（３）定期刊行物の発行定期刊行物の発行定期刊行物の発行定期刊行物の発行 

（４）海外の応用藻類学分野の研究会への参加並びに情報

交換 

（５）応用藻類学応用藻類学応用藻類学応用藻類学の進歩の進歩の進歩の進歩にににに顕著な貢献が認められたものへ顕著な貢献が認められたものへ顕著な貢献が認められたものへ顕著な貢献が認められたものへ

の表の表の表の表彰彰彰彰 

（６）その他目的達成に必要な事業 

 



 

第４条 本会はその目的に賛同する会員によって組織さ

れる。 

（１）会員は日本海藻協会の通常会員と個人会員からな

る。 

（２）個人会員として入会を希望する者は，所定の入会申

込書を提出し，運営委員会の承認を得るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第５条 本会の会員は互選により次の運営委員を選出す

る。 

（１）会長1名，幹事（庶務及び会計担当）若干名，監査1

名 

（２）運営委員は運営委員会を構成し，会長のもとで本会

の通常の運営にあたる。 

（３）運営委員の任期は 3 年とし，再任を妨げない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 本会に編集委員会をおく。 

（１）編集委員会は委員長を含む編集委員若干名をもっ

て構成し，報文の原稿審査や発行に関する業務を担当

する。 

（２）編集委員長は，運営委員の互選により選出する。 

（３）編集委員は，運営委員会の承認を経て編集委員長

が指名する。 

 

第７条 本会の経費は会費でまかなわれる。 

 

 

 

 

第４条 本会はその目的に賛同する会員によって組織され

る。 

（１）会員は個人会員，団体会員団体会員団体会員団体会員，，，，名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員からなる。 

（２）個人会員は，応用藻類学に関心のある個人とし応用藻類学に関心のある個人とし応用藻類学に関心のある個人とし応用藻類学に関心のある個人とし，毎年毎年毎年毎年

個人会費個人会費個人会費個人会費 3333,000,000,000,000 円を前納するものとする円を前納するものとする円を前納するものとする円を前納するものとする。 

（３）団体会員は団体会員は団体会員は団体会員は，，，，応用藻類学に関心のある法人その他の応用藻類学に関心のある法人その他の応用藻類学に関心のある法人その他の応用藻類学に関心のある法人その他の

団体とし団体とし団体とし団体とし，，，，毎年団体会費毎年団体会費毎年団体会費毎年団体会費 20202020,000,000,000,000 円を前納するものとする円を前納するものとする円を前納するものとする円を前納するものとする。。。。 

（４）名誉会員は名誉会員は名誉会員は名誉会員は，，，，会長が会の運営に特に貢献した個人を発会長が会の運営に特に貢献した個人を発会長が会の運営に特に貢献した個人を発会長が会の運営に特に貢献した個人を発

議し議し議し議し，，，，総会の承認を得たものとする。総会の承認を得たものとする。総会の承認を得たものとする。総会の承認を得たものとする。 

（５）会員として入会を希望するものは，所定の入会申込書

を提出し，幹事会幹事会幹事会幹事会の承認を得るものとする。 

 

第５条 本会には次の役員を置く。本会には次の役員を置く。本会には次の役員を置く。本会には次の役員を置く。 

（１）会長 1 名，幹事若干名，監事事事事１名 

（２）会長は会を代表会長は会を代表会長は会を代表会長は会を代表すすすするるるる。。。。 

（３）幹事は会長とともに幹事会を構成し，幹事は会長とともに幹事会を構成し，幹事は会長とともに幹事会を構成し，幹事は会長とともに幹事会を構成し，本会の通常の運

営にあたる。 

（４）監事事事事は会計状況などを監査する。 

（５）会長会長会長会長および監事および監事および監事および監事はははは個人個人個人個人会員会員会員会員中中中中よりよりよりより総会で総会で総会で総会で選出する選出する選出する選出する。 

（６）会長および監事の任期は３年とし，再任を妨げない。会長および監事の任期は３年とし，再任を妨げない。会長および監事の任期は３年とし，再任を妨げない。会長および監事の任期は３年とし，再任を妨げない。 

（７）会長と会長と会長と会長と監事監事監事監事はひき続きはひき続きはひき続きはひき続き３期３期３期３期選出されることは出来ない。選出されることは出来ない。選出されることは出来ない。選出されることは出来ない。 

（８）幹事は会長が幹事は会長が幹事は会長が幹事は会長が個人個人個人個人会員中よりこれを指名委嘱する。会員中よりこれを指名委嘱する。会員中よりこれを指名委嘱する。会員中よりこれを指名委嘱する。    

 

第６条 本会に編集委員会をおく。 

（１）編集委員会は委員長を含む編集委員若干名をもって

構成し，報文の原稿審査や発行に関する業務を担当する。 

（２）編集委員長は，幹事幹事幹事幹事の互選により選出する。 

（３）編集委員は，幹事会幹事会幹事会幹事会の承認を経て編集委員長が指名

する。 

 

 

第７条 本会の経費は会費でまかなわれる。 

（１）本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に金品本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に金品本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に金品本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に金品

をををを寄附寄附寄附寄附出来る。出来る。出来る。出来る。 

（２）寄附された金品の使途は寄附された金品の使途は寄附された金品の使途は寄附された金品の使途は，，，，幹事会で決する。幹事会で決する。幹事会で決する。幹事会で決する。 

 

 

 

 

第８条 本会の事務局は会長のところに置く。 



第８条 本会会員は運営委員会で定められた年会費を

納入しなければならない。ただし，日本海藻協会の通常

会員は会費を免除する。 

 

第９条 本会の事務局は会長のところに置く。 

 

 

第１０条 本規約の改正は，役員の発議により会員の承

認を得て行う。 

 

第１１条 付記 

（１）本規約は 2001 年 5 月 23 日から施行する。 

（２）本会の運営年は 1 月 1 日から 12 月 31 日とする。 

（３）本会の個人会員の年会費は３,000 円とする。 

（４）本会会員は年 3 回の日本海藻協会ニューズレター

および資料を受け取ることができる。 

（５）本会の会計幹事の住所・氏名は下記のとおりとす

る。 

住所：和歌山県東牟婁郡串本町串本 1557-20 

和歌山県農林水産総合技術センター水産試験場内 

氏名：木村 創 

 

附則 

２００７年６月３０日一部改正 

 

 

第９条 本規約の改正は，役員の発議により総会総会総会総会の承認を

得て行う。 

 

第１０条 付記 

（１）本規約は 2001 年 5 月 23 日から施行する。 

（２）本会の運営年は 1 月 1 日から 12 月 31 日とする。 

（３）本会の会計幹事の住所・氏名は下記のとおりとする。 

住所：和歌山県東牟婁郡串本町串本 1557-20 

和歌山県農林水産総合技術センター水産試験場内 

氏名：木村 創 

 

 

 

 

附則 

２００７年６月３０日一部改正 

２００８年６月２１日一部改正２００８年６月２１日一部改正２００８年６月２１日一部改正２００８年６月２１日一部改正    

 

別表  日本応用藻類学会幹事案（２００８年から２０１０年） 



 

役 職 氏 名 所  属 

会  長 能登谷正浩 東京海洋大学海洋科学部 

運営企画幹事 小川 廣 東京海洋大学海洋科学部 

運営企画幹事 四ツ倉典滋 北海道大学北方生物圏フィールド

科学センター 

運営企画幹事 嶌田 智 お茶の水女子大学人間文化創成科

学研究科 

広報情報幹事 大野 正夫 株式会社オーシャンラック 

広報情報幹事 田井野清也 高知県水産試験場 

庶務幹事 桐原 慎二 青森県増養殖研究所 

会計幹事 木村 創 和歌山県水産試験場 

監 事 藤田 大介 東京海洋大学海洋科学部 


