日本地球化学会 2015 年度総会 式次第

日時： 2015 年 9 月 17 日（木）14:30〜15:30
会場： 横浜国立大学常盤台キャンパス G 会場（6-101）
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開会宣言
議長選出
会長挨拶
川幡 穂高 会長
大会委員長挨拶
小林 憲正 委員長
議事
終身会員の設立について
2014 年度事業報告、決算報告および監査報告
2015 年度事業中間報告および会計中間報告
2016 年度事業計画および予算案
2016-2017 年度役員選挙結果報告
ゴールドシュミット 2015 会議の報告
ゴールドシュミット 2016 会議横浜開催の準備状況
50 年会員証贈呈式
2015 年度日本地球化学会賞、日本地球化学会奨励賞授賞式
日本地球化学会奨励賞
服部 祥平 会員
「硫化カルボニルの硫黄同位体情報を用いた成層圏硫酸エアロゾルの
生成過程に関する研究」
藤谷 渉 会員
「始原的微惑星の集積時期の決定」
癸生川 陽子 会員 「太陽系小天体における有機物の形成と進化過程の研究」
板井 啓明 会員
「ヒ素などの有害元素の環境中での挙動に関する研究」
2) 日本地球化学会賞
高橋 嘉夫 会員
「XAFS 法などによる化学種解析に基づく環境地球化学的研究」
8.
会場からの意見・提案など
9.
議長解任
10. 閉会宣言
15:30〜15:50
15:50〜16:00
16:00〜18:15

特別集会「学会の明日を考える」
休憩
受賞記念講演（プログラム・要旨は講演要旨集 S-39, p.168-177 を参照して下さい）

会場利用上の諸注意
・年会会場のうち講義棟 7 号館は、17 時頃に閉鎖・施錠する予定です。クロークに荷物をお預けの方、持
ち物を置いてきてしまった方は、お早めにご対応をお願いいたします。総会・受賞記念講演の会場である
講義棟 6 号館は、受賞記念講演終了後、直ちに施錠いたします。
・総会開始前および休憩時間に、1 階ロビーで飲み物のサービスを行います。
・受賞記念講演終了後、懇親会（18:30 開始）にご参加の方は、会場まで徒歩での移動をお願いいたしま
す。本会場の 1 階出口より出て、歩行者用の通りを右手にお進みください。係がご案内いたします。また、
懇親会終了後は横浜駅西口まで無料の直行バス 3 台を運行いたしますので、是非ご利用ください。

2014 年度事業報告
1. 会員状況
918 名（2014 年 1 月 1 日）〜 968 名（2014 年 12 月 31 日）
2. 年会、委員会等開催
・日本地球惑星科学連合 2014 年大会 (2014/4/28-5/2、パシフィコ横浜)
・ゴールドシュミット 2014 会議 (2014/6/8-13、サクラメント、米国)
・年会 (2014/9/16-18、富山大学)、日中フォーラム (9/16、富山大学)、総会 (9/17、富山大学)、公開講演会
(9/20、サンシップとやま)
・評議員会 3 回 (2/15, 7 月メール審議, 9/15)、幹事会 3 回 (2/8, 6/28, 9/6)、GJ 編集委員会 2 回、地球化学
編集委員会 1 回、学会賞等受賞者選考委員会 1 回、鳥居基金選考委員会 2 回 (メール会議)、広報委員会 (メ
ール会議)

3. 会誌発行 Geochemical Journal: Vol. 48 (1-6)、地球化学: Vol. 48 (1-4 号)
4. ニュース発行 No. 216-219 (和文誌「地球化学」と合本)
5. 第 9 回 地球化学ショートコースの実施 (2014/9/15)
6. 日本地球化学会賞等の授与 (柴田賞 1 件、学会賞 1 件、奨励賞 3 件)
7. GJ 賞授与 (ゴールドシュミット 2014 会場にて)
8. 名誉会員 3 名の推薦
9. 鳥居基金：第 1 回 (海外渡航 2 件)、第 2 回 (海外渡航 1 件、国内研究集会 1 件)
10. 学会などの共催・協賛・後援
・ゴールドシュミット 2014 会議 (2014/6/8-13、共催)
・第 10 回核融合エネルギー連合講演会 (2014/6/19-20、共催)
・第 20 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 (2014/6/19-20、後援)
・第 51 回アイソトープ・放射線研究発表会 (2014/7/7-9、共催)
・第 42 回可視化情報シンポジウム (2014/7/21-22、協賛)
・第 17 回 XAFS 討論会 (2014/9/1-3、協賛)
・レーザーアブレーションワークショップ 2014 (2014/9/3、協賛)
・2014 日本放射化学会年会・第 58 会放射化学討論会 (2014/9/11-13、共催)
・日本地質学会第 121 年学術大会巡検 (2014/9/13-18、協賛)
・NPO 法人地学オリンピック日本委員会 (協賛)
・第 58 回粘土科学討論会 (2014/9/24-27、共催)
・日本地熱学会平成 26 年学術講演会 (2014/10/29-11/1、協賛)
・日本腐植物質学会第 30 回講演会 (2014/11/22-23、協賛)

2016 年度事業計画
1. 年会：大阪市立大学 (2016/9/14-16)
2. 総会：大阪市立大学 (2016/9/15)
3. 日本地球惑星科学連合 2016 年大会 (2016/5/22-26、幕張メッセ)
4. ゴールドシュミット 2016 会議 (2016/6/26-7/1、横浜、日本)
5. 評議員会 3 回 (うち 1 回はメール審議)
6. 幹事会 3 回
7. 会誌発行 Geochemical Journal: Vol. 50 (1-6)、地球化学: Vol. 50 (1-4 号)
8. ニュース発行 No. 224-227
9. 日本地球化学会賞等の授与
10. 鳥居基金助成 2 回 (1 月、7 月)
11. 学会などの共催・協賛・後援
・Biomarkers and Molecular Isotopes （2016/7/3-5 または 4-6、箕面観光ホテル、共催）
・2016 国際地学オリンピック日本大会 (2016/8/20-28、三重、協賛)
・日本微生物生態学会第 31 回大会（2016/10/22-25、横須賀市文化会館、共催）

（庶務幹事・山岡香子）

