
プラスチックリサイクル化学研究会 

平成 22年度総会 次第 

 

日 時   平成 22年 6月 8日（火）14：30 ～ 

 

会 場   日本大学理工学部駿河台校舎 1号館 2階 121会議室 

      （東京都千代田区神田駿河台 1-8） 

 

■ 総 会   14：30～15：00 

   審議事項 

1） 平成 21年度事業報告          

2） 平成 21年度会計報告          

3） 平成 22・23年度FSRJ役員体制（案）  

4） 平成 22年度事業計画（案）       

5） 平成 22年度予算（案）         

6） その他 

 

   報告事項 

1） 平成 21年度FSRJ賞の選考結果      

2） 国内討論会               

3） 国際会議                 

 

■ 表 彰 15：00～16：30 

   受賞式   15：00～15：15 

   受賞者講演 15：15～16：30 

    15：15～15：30 功労賞   奥 彬 氏（生産開発科学研究所） 

    15：30～15：45 研究功績賞 澤口 孝志 氏（日本大学） 

    15：45～16：00 技術功績賞 隅田 憲武 氏、福嶋 容子 氏（シャープ㈱） 

    16：00～16：15 研究進歩賞 岡島 いづみ 氏（静岡大学） 

    16：15～17：00 研究進歩賞 関根 泰 氏（早稲田大学） 

 

■ 講演会 16：45～17：45 

   基調講演「これから求められる環境人材像と教育」 

   多田 博之 氏（東北大学大学院環境科学研究科教授（特任）） 
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平成 21年度事業報告 

 

 

〈総会〉 FSRJ平成 21年度総会（平成 21年 6月 2日）於：早稲田大学理工学部 

 

〈研究発表会・講演会〉 

 国内 ・FSRJ第一回夏季研究発表会（平成 21年 6月 2日）於：早稲田大学理工学部 

 

        ・プラスチックリサイクルに関する合同講演会－リサイクル用途拡大の可能性を小規模油

化と低質プラ選別で発掘し競争力強化へ－（平成 21年 11月 20日） 

於：日本大学理工学部  ※廃棄物資源循環学会リサイクル部会と共催 

 

国際 ・国際会議 5th ISFR（平成 21年 10月 11日～14日）於：中国・四川大学 

 

〈表彰〉 平成 20年度FSRJ表彰式（平成 21年 6月 2日）於：早稲田大学理工学部 

     功労賞    阪田 祐作氏（岡山大学） 

     技術功績賞  伊部 英紀氏（㈱東芝） 

            伊藤 清一郎氏（札幌プラスチックリサイクル㈱） 

            福島 正明氏（東芝電機サービス㈱） 

     研究進歩賞  上村 明男氏（山口大学） 

     技術進歩賞  佐々木 章亘氏（三菱レイヨン㈱） 

 

〈広報〉 FSRJニュースレターNo.18 発行 

 

〈幹事会〉FSRJ第 1回幹事会（平成 21年 6月 2日）於：早稲田大学理工学部 

     FSRJ第 2回幹事会（平成 21年 10月 11日）於：中国・四川大学 

     FSRJ第 3回幹事会（平成 22年 3月 9日）於：日本大学理工学部 

 

〈協賛〉 平成 21年度廃棄物資源循環学会（リサイクル部会）研究討論会 

（平成 21年 5月 25日～26日） 

第 17回プラスチック成形加工学会秋季大会（平成 21年 11月 6日～7日） 

     第 24回グリーンケミストリー研究会講演会（平成 22年 3月 10日） 
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平成 22年度事業計画 

 

 

会員数 個人会員：139名（うち学生会員：10名）法人会員：17団体（平成 22年 5月末現在） 

 

〈総会〉 FSRJ平成 22年度総会（平成 22年 6月 8日）於：日本大学理工学部 

 

〈研究発表会・講演会〉 

 国内 ・FSRJ第 2回夏季研究発表会（平成 22年 9月 21～22日）於：千葉大学 

 

        ・プラスチックリサイクルに関する合同講演会（未定）    於：未定     

※廃棄物資源循環学会（リサイクル部会）と共催 

 

    ・高分子学会グリーンケミストリー研究会 合同討論会（平成 22年 9月 15日） 

                           於：北海道大学 

国際 ・国際会議 PACIFICHEM2010 

-The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies- 

（Session：Recycling of Polymeric Waste Materials：Challenges and Perspectives♯86） 

（平成 22年 12月 18日）於：ハワイ・ホノルル 

 

〈表彰〉 平成 21年度FSRJ表彰式（平成 22年 6月 8日）於：日本大学理工学部 

     ・功労賞    奥 彬氏（（財）生産開発科学研究所）   

     ・研究功績賞  澤口 孝志氏（日本大学） 

     ・技術功績賞  隅田 憲武氏、福嶋 容子氏（シャープ㈱）                

     ・研究進歩賞  岡島 いづみ氏（静岡大学） 

     ・研究進歩賞  関根 泰氏（早稲田大学） 

 

〈広報〉 FSRJニュースレターNo.19,20,21 発行予定 

 

〈幹事会〉FSRJ第 1回幹事会（平成 22年 6月 8日）於：日本大学理工学部 

     FSRJ第 2回幹事会（平成 22年 9月 21日 or22日）於：千葉大学 

     FSRJ第 3回幹事会（平成 23年 3月予定） 

 

〈共催・協賛〉 

平成 22年度廃棄物資源循環学会（リサイクル部会）研究討論会（協賛） 

（平成 22年 5月 20日～21日） 

     随時 
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平成 22・23年度 FSRJ役員体制 

○新任   

会長 ○中込 秀樹 千葉大学  

副会長 
○多賀谷 英幸 山形大学 

井田 久雄 (社)プラスチック処理促進協会 

幹事長 吉岡 敏明 東北大学 

幹事 

○上道 芳夫 室蘭工業大学 

岡島 いづみ 静岡大学 

上村 明男 山口大学 

尾崎 吉美 (社)プラスチック処理促進協会 

亀田 知人（事務局） 東北大学 

加茂 徹(システム部会座長) 産業技術総合研究所 

後藤 元信 熊本大学 

佐々木 満 熊本大学 

佐古 猛 静岡大学 

○柴田 勝司 日立化成㈱ 

関根 泰(東京分室長) 早稲田大学  

高橋 亮 神奈川県産業技術センター 

○中井 秀一 塩ビ工業・環境協会 

西田 治男 九州工業大学 

早田 輝信 ㈱テルム 

平野 勝巳（広報委員長） 日本大学 

行本 正雄 中部大学 

監査 
梶 光雄 ㈱アルティス 

○阪内 孚史 ㈱カネカ 

顧問 

奥脇 昭嗣 東北大学名誉教授 

奥  彬 (財)生産開発科学研究所 

阪田 祐作 岡山大学 特命教授 

藤元 薫 北九州市立大学 

○真下 清 日本大学 

 

 


