本年 8 月 30 日（木）、31 日（金）の 2 日間、「洗浄に関するシンポジウム」開催 50 回の記念大会を文
化学園大学セミナーホールにて開催いたします。本シンポジウムは、「洗浄」にかかわる基礎･理論から
評価技術や応用に至る情報交流並びに研究成果発表の場として重要な役割を果たしております。
今回の記念大会では、歴史も振り返りつつ、洗浄分野の進歩と展望に関する各種講演を予定しています。
また、例年のオリジナルレポート（今回はポスター発表のみ）に加え、産学によるポスター展示や過去 10
年間の講演・発表をまとめた特別冊子も準備しております。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
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日本油化学会 洗浄･洗剤部会
日本家政学会、繊維学会、日本繊維製品消費科学会、色材協会
平成 30 年 8 月 30 日（木）～ 31 日（金）
文化学園大学 20 階セミナーホール〔東京都渋谷区代々木 3-22-1〕
[ 交通 ] JR 新宿駅 南口より 徒歩 7 分 （http://bwu.bunka.ac.jp/access/）

シンポジウム概要
【8 月 30 日（木）】
＜招待講演＞

「洗剤・洗浄研究の回顧－時代背景の視点から－」
永山 升三 氏（洗濯科学協会 理事）

＜記念講演Ⅰ＞

＜ポスター展示＞

「洗浄･洗剤部会の活動をふりかえって」
大矢 勝

氏（横浜国立大学 教授）

鈴木 哲

氏（元 花王株式会社）

オリジナルレポート 及び 企業・学会・関連業界団体等による展示

＜部会特別企画＞ 「持続可能な社会を目指す企業活動を考える」
山田 勲

氏（花王株式会社）

蓼沼 裕彦 氏（ライオン株式会社）
＜記念パーティー＞ 京王プラザホテル 4 階ホール「花」 立食パーティー
【8 月 31 日（金）】
＜記念講演Ⅱ＞

「洗浄洗剤分野の進歩と展望 ～これからの高付加価値技術・環境技術を考える～」
(1) 企業における SDGs 実施の最新動向と経営への統合のあり方
(2) サステナブルな洗浄から未来へのメッセージ
(3) 水系でどこまで洗えるか
(4) 家庭用電気洗濯機のあゆみ
(5) 今押さえるべき世界の洗濯洗剤市場動向
(6) The trend and development of home care in emerging economies

＜ポスター展示＞

オリジナルレポート 及び 企業・学会・関連業界団体等による展示
＊各講演とも約 1 時間程度を予定、タイトルは仮題。

参 加 費 （50 回記念誌※及び予稿集を含む（税込））

洗浄・洗剤部会員
本会*1 正会員
本会*1 法人会員
協賛学会員
Co-メンバー*2
会員外
学生
*1

*2

日本油化学会

予約
12,000 円
13,000 円
15,000 円
15,000 円
15,000 円
18,000 円
5,000 円

当日
13,000 円
14,000 円
16,000 円
17,000 円
16,000 円
20,000 円
6,000 円

Co-メンバー登録費用（1,000 円）を含む

※過去 10 年のシンポジウムでの発表総説、洗浄研究・洗剤技術動向一覧、
主要講演要旨、全ての講演/発表タイトルを集積した特別冊子

「Ｃｏ-メンバー」のご案内
洗浄・洗剤部会では学会活動活性化の一環として
「Co-メンバー」制を導入しています。
日本油化学会会員以外の方を対象として、
当部会関連情報の配信や、本シンポジウム及び当部
会開催セミナー参加費の割引が適用されます。
Co-メンバー資格は次回シンポジウムまで（約 1 年
間；年会費 1,000 円）です。是非、ご入会ください。
なお、日本油化学会会員の方は、この機会に是非、
「洗浄・洗剤部会」にご入会下さい（無料）。

記念パーティー 8 月 30 日（木）18 時 30 分より
京王プラザホテル 4 階ホール「花」 〔東京都新宿区西新宿 2-2-1〕
会費： 一般 6,000 円、 学生 3,000 円
申込〆切 平成 30 年 8 月 10 日（金）
申込方法 本会告末に添付の申込書に必要事項を明記の上、
下記申込先に e-mail または FAX でお送り下さい。
（葉書に必要事項をご記入の上、郵送下さっても結構です）
参加費は申込み締切日までに銀行振込にて前納して下さい。
当方にて振込が確認できなかった場合、振込用紙を提示していただく場合がございます。
なお納入された参加費は返金いたしかねますので、予めご了承下さい。
銀行振込： 三井住友銀行 日本橋東支店 普通預金口座 ７６９７５９４
口座名義 日本油化学会 洗浄洗剤部会 （ﾆﾎﾝﾕｶｶﾞｸｶｲ ｾﾝｼﾞﾖｳｾﾝｻﾞｲﾌﾞｶｲ）
*カタカナでの振込先入力が必要な際にはご注意ください。

申込･問合せ先 日本油化学会 洗浄・洗剤部会 事務局
ライオン（株） リビングケア研究所
兵藤 亮（ひょうどう りょう）
〒132-0035 東京都江戸川区平井 7-2-1 e-mail: senjou-senzai@senjou-senzai.sakura.ne.jp
FAX 03-3616-5376 TEL 03-3616-3334
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 50 回洗浄に関するシンポジウム記念大会 申込書
日本油化学会 洗浄･洗剤部会 事務局

ライオン㈱ リビングケア研究所

受付番号（学会記入欄）

第 50 回洗浄に関するシンポジウム参加申込書
会員番号

ふりがな

兵藤 亮

所属学会

氏 名
勤務先
〒

勤務先所在地
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FAX

または連絡先
e-mail
洗浄・洗剤部会員
本会*1 法人会員
Co-メンバー*2
学生

参加費
該当に○
懇親会
*1

日本油化学会

12,000 円、本会*1 正会員 13,000 円
15,000 円、協賛学会員 15,000 円
15,000 円、会員外
18,000 円
5,000 円

出席する（一般 6,000 円、学生 3,000 円）、 欠席する
*2

Co-メンバー登録費用（1,000 円）を含む
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