日本鉱物科学会 平成 21 年度第 1 回 定例評議員会議事録

特務幹事(学振科研費担当)：土屋範芳
特務幹事(学振一般競争入札担当)：長瀬敏郎
特務幹事（会則・内規検討担当）
：土`山 明
日時：平成 2１年 9 月 9 日（水）12：00～14：00
会計監査委員：長瀬敏郎，伴 雅雄
会場：北海道大学 学術交流会館 2 階 講堂
三鉱連絡委員：小山内康人，大和田正明
出席者：
地球惑星科学連合 2010 年度学会選出プログラム委員：
会 長：松原 聰
角替敏昭（正）
・長瀬敏郎（副）
副会長：大谷栄治
地惑連合連絡担当：大谷栄治，吉田武義，小暮敏博，黒澤正紀
評議員；赤井純治，石渡 明，入舩徹男，榎並正樹，工藤康弘，
[日本鉱物科学会会員による「一般社団法人 地球惑星科学連合」
土`山 明，廣井美邦，圦本尚義，赤坂正秀，小山内康人，
役員・理事，設立社員，各委員名]
奥山康子，鍵 裕之，平島崇男，吉朝 朗，上原誠一郎， 副会長：大谷栄治
大和田正明，川本竜彦，土屋範芳，中牟田義博，濱本拓志， 総務担当理事：吉田武義，社会参画担当理事：富樫茂子
宮脇律郎，柳沢教雄
設立社員：石渡 明，大谷栄治，黒澤正紀，笹田政克，鈴木正哉，
選挙管理委員：片山郁夫
富樫茂子，中田節也，村上 隆，吉田武義，脇坂安彦
委任状：吉田武義，冨樫茂子，赤荻正樹，小澤一仁，鈴木和博，
総務委員会：吉田武義，近藤 忠
田切美智雄，榊原正幸
財務委員会：無
広報・普及委員会：橘 省吾，坂野靖行
Ⅰ. 承 認 事 項
環境・災害対応委員会：榊原正幸，北川隆司
男女共同参画委員会：富樫茂子，沼子千弥，藤縄明彦，
１. 平成 21 年度幹事・委員長・外部団体への代表委員の承認
吉田武義（委員）
キャリア支援委員会：橘 省吾，富樫茂子，永原裕子，
松原会長から，平成 21 年度の幹事・委員長・外部団体への代
渡辺公一郎
表
教育問題検討委員会：宮嶋 敏，高橋栄一，林信太郎，赤井純治，
委員が紹介され，承認された（幹事・委員名簿は後記参照）。
藤本光一郎，宮下 敦
情報システム委員会 ：高木哲一，鍵 裕之， 柳澤教雄
２. 各種委員会委員の承認
学術出版委員会：村上 隆
大会運営委員会：黒澤正紀
松原会長から，平成 21 年度の各種委員会委員が紹介され，承
国際学術委員会：石渡 明，大谷栄治
認された（幹事・委員名簿は後記参照）
。なお，会長候補者推薦
委員，日本鉱物科学会賞選考委員，渡辺萬次郎賞選考委員，日本
[評議員会メンバー（平成 22 年度）]
鉱物科学会論文賞選考委員，日本鉱物科学会研究奨励賞選考委員，
会 長：松原 聰
日本鉱物科学会応用鉱物科学賞選考委員については，審議事項参
副会長：大谷栄治
照。
評議員：
任期３年：
Ⅱ. 審 議 事 項
上原誠一郎，大和田正明，川本竜彦，貴治康夫，榊原正幸，
土屋範芳， 中牟田義博，濱本拓志，宮脇律郎，柳澤教雄
１. 各種委員会委員の選出
会長候補者推薦委員会，日本鉱物科学会賞選考委員会，渡辺萬 任期残２年：
赤井純治， 石渡 明， 入舩徹男， 榎並正樹， 工藤康弘，
次郎賞選考委員会，日本鉱物科学会論文賞選考委員会，日本鉱物
土`山 明， 富樫茂子， 廣井美邦， 圦本尚義， 吉田武義
科学会研究奨励賞選考委員会，
日本鉱物科学会応用鉱物科学賞選
考委員会については，候補者の選定を庶務幹事に一任し，後日，
その候補者について評議員の電子メールによる審議を行うこと 任期残 1 年：
赤荻正樹， 赤坂正秀，小山内康人，小澤一仁， 奥山康子，
になった。
（本議事録には後日実施した評議員会通信投票結果を
鍵 裕之， 鈴木和博，田切美智雄，平島祟男， 吉朝 朗
記載した。
）
２.

2010 年年会(島根大学)の件

＜次点者＞

角替敏昭

2010 年年会を島根大学で開催することについて改めて審議し， 各種委員会委員リスト
了承された。 2010 年 9 月 23 日（木･祝）～9 月 25 日（土）の開 (1) 行事委員会
催日程についても，承認した。
委 員 長：大和田正明幹事
副委員長：角替敏昭
３. 2011 年年会の件
委
員：
大場 司，海田博司，奥山康子，亀井淳志，河上哲生，
2011 年年会について，日本地質学会との同時開催（共同開催）
河野元治，黒澤正紀，小暮敏博，佐藤 努，鈴木正哉，
を行うことの是非・意義について質疑・応答があった。審議の結
杉山和正，田村芳彦，伴 雅雄，外田智千，永井隆哉，
果，行事委員会で検討を継続することとなった。なお，2011 年
長瀬敏郎，柚原雅樹，圦本尚義，吉朝 朗
の日本地質学会学術大会は，関東地区が予定されている旨の紹介
があった。
(2) 岩石鉱物科学編集委員会
役員リスト
委 員 長：赤坂正秀幹事
[幹事会メンバー]
副委員長：林信太郎
会 長：松原 聰
委
員：
副会長：大谷栄治
赤井純治,
荒川洋二, 有馬 眞,
石田秀輝,
石渡 明,
庶務幹事：小山内康人
掛川 武,
木股三善,
上原誠一郎, 大谷栄治, 加藤 工,
会員幹事：平島崇男
木村純一,
木村 眞, 興野 純,
小暮敏博,
近藤 忠,
会計幹事：石渡 明
柴 正敏,
周藤賢治, 田切美智雄, 田中久雄,
土谷信高,
豊田和弘,
中井 泉, 中牟田義博, 中村美千彦, 長瀬敏郎,
行事幹事：大和田正明
西戸裕而,
根建心具, 長谷中利昭, 林謙一郎,
伴 雅雄,
和文誌編集幹事：赤坂正秀
平島崇男,
藤縄明彦, 藤巻宏和,
前田仁一郎, 牧野州明,
英文誌編集幹事：榎並正樹
三浦裕行,
水田敏夫, 村田 守,
圦本尚義,
吉朝 朗
渉外幹事：柳澤教雄
広報幹事：柳澤教雄

(3) JMPS 編集委員会
委 員 長：榎並正樹幹事
副委員長：平島崇男，吉朝 朗
委
員：
藤本光一郎, 藤野清志, 林謙一郎, 石渡 明, 河野元治,
木股三善, 木村純一, 小木曽哲, M.S.-Kumar, 松枝大治,
村上 隆, 中村美千彦, 根建心具, 小畑正明, 大谷栄治，
佐藤 努, 佐脇貴幸, 下林典正, 杉山和正, 鈴木和博,
田村芳彦， 留岡和重
Jung Ho Ahn,
Richard J. Arculus,
D. Chandrasekharam
,Ming Chen,
Moonsup Cho,
Mervet Elhadad,
James B. Gill,,
Alexander Khanchuk, Anhuai Lu,
Gregory R.Lumpkin, Joseph R. Smyth
(4) 広報委員会

(17) 日本鉱物科学会論文賞選考委員会
委員会は 10 名の委員で構成され，毎年半数が交代，再任は可。

(18) 日本鉱物科学会研究奨励賞
委員は 10 名で構成され，毎年その半数が交代する。

委員長：赤荻正樹
委 員：井上 徹，安東淳一，柳澤教雄

委 員 長：小澤一仁
副委員長：石渡 明
委
員：赤坂正秀，中村美千彦，黒澤正紀，吉朝 朗
以上，任期 1 年）
大和田正明，川本竜彦，榊原正幸，土’山 明
（以上，任期 2 年）

(6) 日本鉱物科学会普及教育委員会
委員長：奥山康子
委 員：宮島 敏，赤井純治，黒澤正紀，川手新一

(7) 日本鉱物科学会抄録委員会

(19) 日本鉱物科学会応用鉱物科学賞選考委員会
委員は 10 名で構成され，毎年その半数が交代する。
大谷栄治,
塚本勝男,
外田智千,
森下知晃,

大沼晃助,
冨田克敏,
三浦裕行,
山川純次,

(8) 新鉱物・命名・分類委員会
委員長：松原 聰会長
委 員：上原誠一郎，小林祥一，清水正明，坂野靖行，宮脇律郎
(9) 将来企画委員会
委 員 長：大谷栄治副会長
副委員長：小澤一仁
委
員：鍵 裕之，河上哲生，橘 省吾，土`山 明，平賀岳彦，
松井正典，村上 隆，宮脇律郎，圦本尚義
(10) 会則・内規検討委員会

委 員 長：赤荻正樹
副委員長：富樫茂子
委
員：鈴木和博，小畑正明，平島崇男（以上，任期 1 年）
石渡 明，廣井美邦，吉田武義（以上，任期 2 年）

隆，中村美千彦
（以上，任期 1 年）
中牟田義博，大和田正明，宮脇律朗，小澤一仁
（以上，任期 2 年）

(5) 渉外委員会

大川真紀雄,
高木哲一,
坂野靖行,
宮脇律郎,

(16) 渡邉萬次郎賞選考委員会
委員の構成は 8 名で，毎年その半数が交代し，再任は妨げない。

委 員 長：吉朝 朗
副委員長：奥山康子
委
員：赤荻正樹，小山内康人，村上

委員長：柳澤教雄幹事
委 員：榊原正幸，栗林貴弘，橘 省吾，坂野靖行
＋小山内康人（庶務幹事）

委員長：砂川一郎
委 員：
有馬 眞, 上原誠一郎,
大橋文彦, 木原國昭,
長瀬敏郎, 野口高明,
水田敏夫, 皆川鉄雄,

副委員長：土`山 明
委
員：赤井純治，石渡 明，入舩徹男，榎並正樹，大谷栄治，
圦本尚義，吉田武義，松原 聰（会長）

委 員 長：鍵 裕之
副委員長：宮脇律朗
委
員：黒澤正紀，吉朝

朗，小暮敏博，赤坂正秀
（以上，任期 1 年）
柳澤教雄，上原誠一郎，中牟田義博，沼子千弥
（以上，任期 2 年）

(20) 櫻井賞選考委員会
委員長：加藤
委 員：松原

昭
聰，中井

泉，清水正明

(21) 年会運営委員会
委 員：大和田正明幹事，角替敏昭，赤坂正秀（島根大学）

IMA 日本代表委員

Takamitsu Yamanaka（President 兼任）
COMMISSION ON APPLIED MINERALOGY (CAM):
委員長：土`山 明特務幹事
代表委員：Kazumasa Sugiyama
委 員：石渡 明，中村美千彦，松井正典，小山内康人(庶務幹事）
COMMISSION ON MINERAL GROWTH AND INTERFACE
(11) 選挙管理委員会（2 名以上）
PROCESSES (CMGIP): Katsuo Tsukamoto（Chairman 兼任）
委 員：安東淳一， 片山郁夫
COMMISSION ON GEM MATERIALS (CGM):
代表委員：空席
(12) 会長候補者推薦委員会（5 名）
：
Takeshi Miyata （Secretary）
選挙内規 5 項により評議員会で選出される 5 名の正会員で構成
COMMISSION ON MUSEUMS (CM)
される。
代表委員：Yasuyuki Banno
COMMISSION ON NEW MINERALS NOMENCLATURE AND
委員長：土`山 明
CLASSIFICATION (CNMNC)
委 員：石渡 明，小山内康人，榎並正樹，赤坂正秀
代表委員：Satoshi Matsubara
COMMISSION ON ORE MINERALOGY (COM)
(13) 日本鉱物科学会賞選考委員会 ：
Masaaki Shimizu
委員会は 11 名で構成され，1 名は会長とし，10 名は任期 3 年 COMMISSION ON PHYSICS OF MATERIALS (CPM)
目の評議員が担当する。
代表委員：空席
Eiji Ohtani（Chairman）
委 員 長：廣井美邦
WORKING GROUP ON INCLUSIONS IN MINERALS (WGIM)

代表委員：Mamoru Enjoji，Hiroyuki Kagi
WORKING GROUP ON MINERAL EQUILIBRIA (WGME)
代表委員： Masaki Akaogi
WORKING GROUP ON ORGANIC MINERALS (WGOM)
代表委員：Junji Akai
WORKING GROUP ON ASTROMINERALOGY (WGA)
代表委員：Akira Tsuchiyma
WORKING GROUP ON ENVIRONMENTAL MINERALOGY AND
GEOCHEMISTRY (WGEMG)
Vice-Chairman: Tsutom Sato
COMMITTEE ON INTERNET AND COMPUTER APPLICATION
(CICA)
IMA 分科会委員の件
大谷栄治(委員長）学術会議連携会員，IMA-CPM 委員長
永原裕子 学術会議会員
高橋栄一 学術会議連携会員
圦本尚義 (幹事) 学術会議連携会員
富樫茂子 (副委員長) 学術会議連携会員
山中高光 (特任連携会員候補)，IMA 会長
赤荻正樹 (特任連携会員候補)，IMA-WGME 日本代表委員
赤井純治 オブザーバー，IMA-WGOM 日本代表委員
榎並正樹 オブザーバー
鍵 裕之 オブザーバー，IMA-WGIM 日本代表委員
佐藤 努 オブザーバー，IMA-WGEMG 副委員長
杉山和正 オブザーバー，IMA-CAM 日本代表委員
塚本勝男 オブザーバー，IMA-CMGIP 委員長
留岡和重 オブザーバー
松井正典 オブザーバー
松原 聰 IMA-CNMNC 日本代表委員
藤野清志 オブザーバー
土`山 明 オブザーバー, IMA-WGA 日本代表委員
清水正明 オブザーバー, IMA-COM 日本代表委員
宮脇律郎 オブザーバー
坂野靖行 オブザーバー, IMA-CM 日本代表委員
４. その他
1) 文科省「一家に一枚」ポスター・シリーズの募集について WG 設置が
認められた。
2) 新入会（正会員 1 名）が承認された。
3) 平島会計幹事からシニア対策，若手会員獲得のため WG 発足につ
いて新評議員へ説明，報告があった。

