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一般社団法人日 本 鉱 物 科 学 会  
平成29年度 定時社員総会 議事録 

 
 
1. 開催日時：平成30年9月20日（木）9:00～10:20 
 
2. 開催場所：山形大学 小白川キャンパス 基盤教育2号館221教室 

（〒990-8650 山形市小白川町1-4-12） 
 
3. 出席役員： 
 
会長(代表理事)：土`山 明， 副会長(代表理事)：榎並正樹 
 
理事：大藤弘明， 鍵 裕之,    佐藤  努，   角替敏昭,  永嶌真理子， 平島崇男，  
   宮島  宏， 森下知晃,    阿部なつ江,  井上  徹， 上原誠一郎， 黒澤正紀， 
   小暮敏博,  下林典正，   高澤栄一，   土谷信高， 長瀬敏郎，   中村美千彦， 

安東淳一， 大和田正明， 河上哲生，   川本竜彦,  鈴木正哉，   永井隆哉，  
伴  雅雄， 三河内  岳， 宮脇律郎，   吉朝  朗 
 

監事：小山内康人 
 
4. 議長：永井隆哉 会員 
 
5. 議事録作成者 篠田圭司 会員 
 
6. 報告事項 
 
Ⅰ．平成29年度（一般社団法人第Ⅱ期）事業報告 

（和文誌，英文誌編集，行事，広報，渉外，庶務, Elements，会員，その他） 
Ⅱ．平成30年度（一般社団法人第Ⅲ期）事業計画書及び収支予算案などの件 
Ⅲ．その他 
 
7. 決議事項 
 
Ⅰ．第1号議案 平成29年度（一般社団法人第Ⅱ期）決算承認の件 
Ⅱ．第2号議案 役員（理事、監事）選任の件 
Ⅲ．第3号議案 会員会費規定の一部改定の件 
 
8. 授賞式 
一、 日本鉱物科学会賞授与 
一、 渡邉萬次郎賞授与 
一、 日本鉱物科学会論文賞授与 
一、 日本鉱物科学会研究奨励賞授与 
一、 日本鉱物科学会応用鉱物科学賞授与 
一、 櫻井賞授与 
一、 JMPS学生論文賞授与 
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9. 議事の経過の要領及びその結果  
 
(1) 定刻に至り，一般社団法人日本鉱物科学会𡈽山 明会長が開会を宣言をして挨拶を行い，物故

会員(友成 才永年会員，齋藤洋彦永年会員，千葉とき子名誉会員，秋月瑞彦永年会員)への黙
祷がなされた。 
定款第15条により，議長の選任について諮ったところ，永井隆哉会員の推薦があり満場一致を
もって永井隆哉会員が議長に選出された。 

 
(2) 永井隆哉議長により，定足数の確認および出席者数の確認が行われ，下記の定足数に足る社員

の出席があったので、永井隆哉議長は議事に入った。 
 
  議決権のある社員数：896名 

  この議決権の総数：  896個（定足数90人) 

  出席社員数：        249名 

 (内訳)本人出席106人＋書面143人[代理人行使(114人)＋書面権行使(29人)]   

この議決権の総数:   249個 

 

報告事項 
 
I．平成29年度（一般社団法人第Ⅱ期 平成29年8月1日～平成30年7月31日）事業報告 
 
  𡈽山 明会長より平成29年度一般社団法人日本鉱物科学会の活動について概要報告があり，特
に前年度の一般社団法人化記念事業の一環として行われた国石「ひすい（ひすい輝石及びひすい
輝石岩）」選定事業の関連事業として， JMPS特集号国石「ひすい（JADEITE AND JADEITITE）」
（112巻5号 October）の発行，2018年年会終了後の一般普及講演「日本の国石・ひすい」の開催，
そして本会監修の単行本『日本の国石「ひすい」―バラエティに富んだ鉱物の国―』の刊行につ
いて報告がなされた。 
次に，平成29年度第3回定例理事会(平成30年9月3日開催)において平成29年度事業報告として承
認された下記個別事業報告について，会長が各業務を一任している各担当者から総会資料に基づ
き報告説明がなされた。（総会資料参照） 

 
１．和文誌（岩石鉱物科学）、英文誌（Journal of Mineralogical and Petrological Sciences），その他の  
冊子版，電子版による発行事業 

 
(1) 和文誌（岩石鉱物科学）編集報告 (長瀬和文誌編集幹事・理事) 
(2) 英文誌（JMPS）編集報告（平島英文誌編集幹事・理事） 
 
２．総会、講演会，研究部会，その他学術に関する集会及び行事の開催事業 

 
(1) 行事報告・年会報告（黒澤行事幹事・理事） 
(2) 広報報告（伴広報幹事・理事） 
(3) 渉外報告（川本渉外幹事･理事） 
(4) Elements報告（片山Elements幹事代理：興野Elements副委員長） 
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３．研究の奨励及び業績の表彰（中村庶務幹事・理事） 
(1) 平成29年度日本鉱物科学会賞表彰 
(2) 渡邉萬次郎賞表彰   
(3) 平成29年度日本鉱物科学会論文賞表彰 
(4) 平成29年度日本鉱物科学会研究奨励賞表彰 
 (5) 平成29年度日本鉱物科学会応用鉱物科学賞表彰 

(6) 平成29年度JMPS学生論文賞受賞論文表彰 
(7) 2017年年会研究発表優秀賞表彰 
 
４．本会の目的を達成するために必要な事業 

(1) 庶務報告 (中村庶務幹事・理事) 
(2) 将来企画委員会報告 (榎並委員長・副会長)  
(3) 特務幹事(会員増対策担当) 報告（吉朝特務幹事･理事） 
(4) 会員区分等検討WG報告(吉朝特務幹事･理事，佐藤会員幹事・理事） 
(5) 地惑連合報告（大谷連絡担当委員代理：西山忠男JpGU代議員） 
(6) 学術会議報告（大谷学術会議連携会員代理：西山忠男学術会議連携会員） 
(7) 新鉱物・命名・分類委員会報告（宮脇委員長・理事） 
(8) 教育普及委員会報告（奥山委員長） 
(9) 博物館委員会報告（坂野委員長） 
(10) 研究部会報告：研究部会「岩石－水相互作用」（土屋代表代理：奥山部会幹事） 
(11) 会員報告（佐藤会員幹事・理事） 
(12) 会長・副会長候補者推薦委員会報告(黒澤委員長・理事) 
 (13) 選挙管理委員会報告（選挙管理委員会坂巻竜也委員） 

(14) 細則等検討委員会報告（大和田細則等検討特務幹事・理事） 
(15) 三鉱連絡会議報告（中村庶務幹事・理事） 
(16) その他 

1) JpGU学協会長会議報告(𡈽山会長) 
2)『日本の国石「ひすい」―バラエティに富んだ鉱物の国―』報告（𡈽山会長） 
3）「岩石・鉱物の日」制定の件（𡈽山会長） 

 
Ⅱ.平成30年度（一般社団法人第Ⅲ期）事業計画書及び収支予算案などの件 

  
１．𡈽山会長により，平成29年度第3回定例理事会（平成30年9月3日開催）にて承認された，下記 
平成30年度事業計画が紹介された。 

 
1) 編集事業：岩石鉱物科学、Journal of Mineralogical and Petrological Sciencesの発行 
2) 行事事業：2019年年会（九州大学）の開催と平成30年度定時社員総会の開催 
3) 各賞の表彰事業 
4) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 
２．同じく第3回定例理事会で承認された平成30年度収支予算書について，栗林会計幹事から配布
資料に基づいて説明がなされ，紹介された。 
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決議事項 
 
Ⅰ.第１号議案 平成29年度（一般社団法人第Ⅱ期）決算承認の件 

（説明：栗林会計幹事， 監査報告：小山内監事） 
 

１．栗林会計幹事から，平成29年度（一般社団法人第Ⅱ期）貸借対照表及び損益計算書（正味財産
増減計算書）及びこれらの財務諸表に対する注記，附属証明書について，配布資料に基づいて
説明がなされた。 

 
２．小山内監事から，平成30年9月3日に監査が実施されたことが紹介された。次に総会招集通知の
監査報告書に記載の通り，会計，事業，理事の業務に関し，いずれも適正に執行されていること
が確認された旨，監査報告書が読み上げられ報告された。但し，継続的な赤字予算について具体
的な検討要請があった。 

 
３．議長により，これらについて諮ったところ，反対，保留はなく社員の賛成多数をもって承認可
決された。 

 
 
Ⅱ．第2号議案 役員（理事、監事）選任の件（選挙管理委員会坂巻竜也委員） 

    
選挙管理委員会坂巻竜也委員により，次期役員（理事，監事）選挙の経緯と結果の説明がなさ
れ，配布資料に基づき，下記理事候補者22名，理事次点候補者1名，監事候補者1名について，一
人ずつ氏名を読み上げながら社員に諮ったところ，それぞれについて社員の賛成多数をもって承
認可決された。 
 
選任された以下の役員はいずれもその就任を承諾する旨の意思を表明した。 
 
理事(22名)：榎並正樹， 宮脇律郎， 安東淳一， 阿部なつ江，井上 徹， 大藤弘明， 

大和田正明，鍵 裕之，川本竜彦，  河上哲生， 黒澤正紀， 辻森 樹， 
土屋範芳， 富岡尚敬，中村美千彦， 永井隆哉， 永嶌真理子，長瀬敏郎, 
伴 雅雄， 森下知晃，圦本尚義，  吉朝 朗 

 
監事(1名)：平島崇男 
 
理事次点(1名)：髙澤栄一 
 
Ⅲ．第3号議案 会員会費規定の一部改定の件（𡈽山会長） 
 
𡈽山会長から提案のあった，会員会費規程第5条に第2項として，「2 シニア会員は、申し出によ

って，本規定第3条（1）の会誌等に含まれているElements冊子体の受領およびその電子ジャーナル
アクセス権の付与を辞退することができる。その場合のシニア会員の会費は，第5条（１）電子版及
び冊子版を購読するシニア会員は6,000円，（2）電子版のみを購読するシニア会員は5,000円となる。」
を加筆する案について，経緯と加筆内容について会員区分等検討WGの佐藤特務幹事から説明がな
され，会計期間の都合上，2019年8月1日からの会計年度会費徴収から適用すること，シニア会員か
ら辞退の申し出があった場合に適用することを確認して，審議に諮ったところ，賛成多数をもって
可決承認された。 
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授賞式 
 
各選考委員会委員長から選考結果が報告され，𡈽山会長から下記受賞者一人一人に賞状と記念品が
授与された。 
 
一、平成29年度日本鉱物科学会賞授与（川本委員長） 

第18回受賞者：海野 進 会員 
業績題目：無人岩質マグマの成因と海洋プレートの生成・進化過程の研究 

第19回受賞者：糀谷 浩 会員 
業績題目：熱測定と分光学的手法によるマントル鉱物の熱力学的性質及び結晶構造に関

する研究 
 

一、渡邉萬次郎賞授与（宮島委員長）    
第34回受賞者：加藤祐三 名誉会員 
 

一、平成29年度日本鉱物科学会論文賞授与（中村委員長） 
   第19回受賞論文 

Title: UHT granulites of the Highland Complex, Sri Lanka I: Geological and petrological 
background.   

および 
Title: UHT granulites of the Highland Complex, Sri Lanka II: Geochronological constraints and 

implications for Gondwana correlation. 
Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 111-3, 145-156 (2016)および111-3,  

157-169 (2016).  
受賞者：小山内康人 会員，中野伸彦 会員，北野一平 会員, 足立達朗 会員 

 
一、 平成29年度日本鉱物科学会研究奨励賞授与（三河内委員長） 

第23回受賞者：鹿山雅裕 会員 
研究対象：「カソードルミネッセンスによるケイ酸塩鉱物構造欠陥の定量評価と地球惑

星科学への応用」 
第24回受賞者：新名良介 会員 

研究対象：「高温高圧実験を用いたマントル深部鉱物の物理・化学的性質の研究」 
 
一、平成29年度日本鉱物科学会応用鉱物科学賞授与 （鈴木正哉委員長） 
  
     第11回受賞者：森本和也 会員 

題目：「機能性層状複水酸化物の合成とその機能性材料への応用」 
 
一、平成29年度櫻井賞（松原委員長） 

第44回受賞者：高井康宏 会員 
対象鉱物：肥前石 

 
一、平成29年度JMPS 学生論文賞授与（平島委員長） 
  第5回受賞論文：Detrital zircon provenances for metamorphic rocks from southern Sør Rondane 

Mountains, East Antarctica: A new report of Archean to Mesoproterozoic zircons  
受賞者：北野一平 会員 （投稿時：九州大Ｄ2） 

第6回受賞論文： Cation ordering of {110} and {211} sectors in Grandite garnet from Mali  
受賞者：中村 友梨江 会員 （投稿時：東北大D2） 
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閉 会 
 
以上をもってすべての議事を終了したので、議長は10時20分閉会を宣した。 
 
上記の議事の要領及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、定款第18条第2項に規定され
ている総会に出席した正会員より選出された議事録署名人(１名以上)が次に記名，押印する。 
 
 
平成30年9月20日 
 
 
一般社団法人日本鉱物科学会   平成29年度定時社員総会 

 
 

理事 中村 美千彦  印 


