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廃棄物資源循環学会 中国・四国支部 ニュースレター 

 
□■予告■□…………………………………………………………………………………………… 
＜支部主催行事＞ 
【三支部合同講演会】 
当学会と、日本水環境学会、大気環境学会の３つの中国四国支部が共催する合同講演会を
下記のように行います。当学会の推薦としては、独立行政法人 産業技術総合研究所 バイオ
マスリファイナリー研究センターの美濃輪智朗先生に「木質系バイオマスの有効利用技術の
研究開発動向」についてご講演いただきます（予定では 14:25-15:15）。また、講演会終了後、
懇親会も予定しております。沢山のお申し込みをお願いいたします。 
 
●開催日  ：平成２４年５月１１日（金） １３：３０～１７：００ 
●会場   ：愛媛大学農学部 多目的ホール（本館中棟 3F） 
        〒790-8566 松山市樽味 3丁目 5番 7号 
        ※会場までのアクセスは、下記アクセス案内をご覧下さい。 
       （URL http://www.ehime-u.ac.jp/access/tarumi/index.html） 
●テーマ  ：温暖化 －低炭素社会に向けて－ 
●プログラム：井上 堅太郎 氏（元岡山理科大学） 
       「環境政策を考える」 

    美濃輪 智朗 氏（産業技術総合研究所） 
「木質系バイオマスの有効利用技術の研究開発動向」 

       藤原 拓 氏（高知大学） 
       「気候変動を考慮した農業地域の新規水質管理技術の開発」 
●参加方法 ：参加費は無料です。直接会場までお越し下さい。 
●懇親会  ：１７：１５～１９：００（三支部（学会）合同） 
       「あじ彩」（農学部から徒歩約 8分） 
       （URL http://r.gnavi.co.jp/s025523/） 
        参加費５０００円を予定 
        ※懇親会参加ご希望の方は５月２日までにご連絡下さい。 
        大原：oohara@msg.biglobe.ne.jp 
 
【支部講演会】 
平成２４年度支部講演会を下記のように行います。また、講演会終了後、懇親会も予定し
ております。沢山のお申し込みをお願いいたします。 
 
●開催日  ：平成２４年５月２５日（金） 
       １４：００～１７：３０（１３：４５ 受付開始） 
●会場   ：広島市留学生会館 第１研修室 
        広島市南区西荒神町 1番 1号（電話：082-568-5931） 
       （URL http://www.i-house-hiroshima.jp/map.html） 
●テーマ  ：－瀬戸内海から日本を制した清盛ゆかりの地からの挑戦－ 
        若手起業家による新たな廃棄物管理・資源化へのチャレンジ 
●プログラム：樋口 隆哉 氏（山口大学） 
       「使用済み電気電子製品の破砕・選別処理における物質フロー解析事例」 
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        黒瀬 啓介 氏（株式会社グリーナー） 
       「廃棄物の「見える化」による再資源化への新しい取り組み」 
        道原 伸二 氏（株式会社無垢～ムーク～） 
       「CO2のオフセット・クレジット(J-VER)の認証」 
        中川 明雄 氏、賀楽 幸政 氏（株式会社山陽レック） 
       「廃棄物焼却システムと高濃度廃液からの金属回収事業」 
        毛利 晃 氏（株式会社こっこー） 
       「廃ガラスを原料とした軽量発泡資材の用途開発」 
        金島 聖貴 氏（丸伸企業株式会社） 
       「建設汚泥の流動化技術とリサイクル」 
●参加費  ：当学会員は無料  一般（非会員）は 500 円：当日払い 
●定員   ：60 名（定員に達しなければ当日受付いたします） 
●意見交換会：１８：１５～２０：００ 
       「千年の宴 広島南口駅前店」 

（広島県広島市南区松原町 10-32 宏和 14 3 階） 
        定員４０名 
        参加費３８００円を予定（会費同額ですが早退可能です） 
 
●会場案内 ： 

 
講演会場： 
JR 広島駅南口より徒歩 5分 
広島電鉄的場町駅より徒歩 3分 
 
意見交換会場： 
JR 広島駅南口より徒歩１分 
 
 
 
 
 
 

●申込方法 ：支部講演会チラシの申込書をメールまたは Fax にて送信 
       ＜締め切り 5/20＞ 
        e-mail：chuushi@haikibutsu.jp 
       （件名に必ず「講演会申込」を入れて下さい） 
        Fax：0823-74-1131  Tel：0823-74-1151 
       （定員を超えた後にお申し込みの方のみ、折り返しご連絡します。） 
●問合せ先 ：広島大学 奥田哲士 
        e-mail：aqua@hiroshima-u.ac.jp 
        Tel：082-424-6197 
 
【支部総会】 
上の平成２４年度支部講演会と同日に、支部の総会を下記のように行います。出欠は別に
郵送します葉書にてお願いいたします。是非ご出席をお願いいたします。 
 
●開催日  ：平成２４年５月２５日（金） １３：１０～１３：４０ 

広島市留学生会館

千年の宴
広島南口駅前店
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●会場   ：広島市留学生会館 第２研修室（平成２４年度支部講演会会場の隣） 
●議題   ：平成２４年度支部役員について（確認） 

平成２３年度事業報告について 
平成２３年度収支決算報告(案)について 
会計監査報告 
平成２４年度事業計画(案)について 
平成２４年度予算計画(案)について 
支部規約の変更（案） 
その他 

 
【支部理事会】 
支部総会に先立って、支部理事会を同日に執り行います。理事の皆様には別途葉書にて案
内いたしますので、ご出席をよろしくお願いいたします。 
 
□■本部からのご案内（http://jsmcwm.or.jp/）■□…………………………………………… 
●第 23 回（平成 24 年度）廃棄物資源循環学会研究発表会のお知らせ（2012 年 04 月 26 日 公開） 
●研究討論会 ポスター発表の申込期限を延期しました（2012 年 4 月 21 日 公開） 
●研究支援事業（若手渡航助成）の廃止のお知らせ（2012 年 4 月 20 日 公開） 
●平成 24 年度廃棄物資源循環学会定時社員総会のご案内（2012 年 3 月 23 日 公開） 
●平成 24 年度 研究討論会のご案内（2012 年 3 月 23 日 公開） 
 
＜本部のホームページに掲載されている行事など＞ 
●共催：第１回 環境放射能除染研究発表会のご案内（2012 年 04 月 19 日 公開） 
●主催：APLAS BALI 2012 開催および参加のご案内（2012 年 04 月 10 日 公開） 
●2012 年度韓国廃棄物資源循環学会春季大会の発表者募集（2012 年 04 月 10 日 公開） 
●協賛：近化資源セミナー「化学企業の挑戦！バイオマテリアルビジネスの新展開－バイオマスからの化
成品の創成－」（2012 年 02 月 29 日 公開） 
●主催：日本学術会議 連続シンポジウム「巨大災害から生命と国土を護る－24 学会からの発信－」第 5
回「大震災を契機に地域・まちづくりを考える」（2012 年 02 月 22 日 公開） 
●協賛：第 43 回 Continuing Education シリーズ講習会「レアメタル分離・回収技術と循環型社会」（2012
年 02 月 20 日 公開） 
●主催：第 18 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 開催案内と参加募集（2012 年 02 月
07 日 公開） 
●最終処分場浸出水処理施設の長寿命化と CO2 削減対策セミナー（2012 年 03 月 05 日 公開） 
 
□■お願い■□………………………………………………………………………………………… 
＜会員増強について＞ 
 廃棄物資源循環学会への入会を随時募集しています！現在、特に山陰地方、四国地方の会
員の方が少なく、ぜひ周りの方をお誘いいただきますよう、お願いいたします。 
 
＜講演会・セミナー・見学会のテーマ募集＞ 
平成 24 年度も講演会、セミナー、見学会を開催予定です。内容にご希望等ありましたら、
お気軽にご連絡下さい。 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
廃棄物資源循環学会中国・四国支部 広報担当 樋口隆哉（山口大学） 

chushi@jsmcwm.or.jp（支部専用アドレス・広報担当行） 
 


