
会 務 

 

公益社団法人日本油化学会第 68回定時総会の開催報告 

            総務委員会 副委員長  柿澤 恭史 

◆第 68回定時総会 

令和4年 4月20日（水），油脂工業会館９階会議室およびZoomによる TV会議システムを併用して，

第 68回定時総会が開催されました。清瀬 千佳子 総務委員長（理事）が開会を宣したのち，現在の出

席社員数 92名（本人出席者 9名，テレビ会議出席者29名, 委任状提出者17名，書面および電磁的方

法による議決権行使者 37名）は，定款第19条に定められた総会成立に必要な定足数（総社員の議決

権の過半数となる59名）を超えており，本総会が成立する旨を宣言しました。議長は，社員の互選に

より 岡本 亨 社員が選出され，議事進行を務めました。初めに令和3年度事業結果について，北本 大 

会長（代表理事）から報告を頂きました。報告の最後に，監事3名による監査の結果，理事の会務執行

状況は法令及び定款に照らして適法であり，かつ，本事業報告は法人の状況を正しく記載している，と

判断されたことが紹介されました。また同年度の決算承認の件（第１号議案）は，宮原令二 財務委員

長（理事）から提案を頂き，承認・可決されました。提案では，監事３名による監査で，公益法人の基

準に準拠して適正と判断されたことが紹介されました。そして，第60回年会の任務を終えて辞任され

る 纐纈 守 副会長（代表理事）と本総会の終了を持て任期満了を迎える 遠藤 泰志 理事以下 3 名の

理事と監事 1 名の後任候補の件（第２号議案）が 吉村 倫一 役員等候補者推薦委員長から提案され，

承認・可決されました。続いて 北本 大 会長が令和4年度事業計画について，宮原 令二 財務委員長

が令和4年度収支予算について説明を行い，質疑・応答を行いました。最後に、長年会に貢献された会

員の皆様に感謝の意を込め永年会員の資格を拡大する 定款 第 3章会員 第12条 の一部変更の件（第

3号議案）が 清瀬 千佳子 総務委員長（理事）から提案され，承認・可決されました。 

事業報告をする北本 大 会長 全体進行を務める 清瀬千佳子 総務委員長と 柿澤恭史 同副委員長 

総会議長 岡本 亨 氏 決算報告をする 宮原令二  財務委員長 



総会終了後，理事会が開催され，吉村 倫一 役員等候補者推薦委員長からの，岡野 知道氏を副会長

（代表理事）とする提案を頂き,承認・選定されました。その後，北本会長より下記の職務が委嘱され，

令和4(2022)年度の執行体制が整いました。新体制については次表を参照ください。 

 

表 令和 4年度役員への職務の委嘱内容（敬称略） 
氏名(所属) 委嘱内容 

＜理事＞ 

北本  大（産業技術総合研究所） 

朝倉 浩一（慶應義塾大学） 

桂木 能久（花王株式会社） 

岡野 知道（ライオン株式会社） 

清瀬 千佳子(神奈川工科大学） 

宮原 令二（株式会社資生堂） 

関根 知子（株式会社資生堂）     

柴田  攻（長崎国際大学）      

宮前 喜隆（ライオン株式会社） 

仲川 清隆（東北大学） 

後藤 直宏（東京海洋大学） 

片山 詔久（名古屋市立大学） 

村岡 雅弘（大阪工業大学） 

西脇 永敏（高知工科大学） 

金子 行裕（日本油化学会）   

 

会長 

日本油化学会創立70周年記念事業実行委員長（副会長） 

企画・部会統括委員長（副会長） 

運営委員長・功績賞等推薦委員長（副会長） 

総務委員長 

財務委員長 

オレオサイエンス編集委員長 

JＯＳ編集委員長 

国際交流委員長 

規格試験法委員長 

関東支部長 

東海支部長 

関西支部代表 

第 61回年会実行委員長 

事務局長（常勤） 

＜監事＞ 

有村 隆志（産業技術総合研究所） 

清宮  章（元・日本油化学会） 

野坂 直久（日清オイリオグループ株式会社） 

 

監事 

監事 

監事 

 

◆総会後の懇談会 

コロナ禍の 2 年間会員の皆様と対面での交流の場が持てませんでしたが、油脂工業会館にハイフレ

ックス開催が可能な設備が整いましたので、会員の注目が集まるこの機会を利用して，令和 3 年度の

推戴・受賞者の皆様をお招きしての表彰式と、特別講演会を開催し、Zoom にて同時配信しました。令

和 3年度の推戴・受賞者の皆様へは、北本会長より表彰状と副賞が3年ぶりに直接手渡しされ、記念撮

影をするなどして喜びの声が上がりました。推戴・表彰者の詳細なご紹介は本号巻頭記事を参照くださ

い。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



そして特別講演会には、2015-16 年度第 31 代日本油化学会会長の宮下和夫教授（当時北海道大学，

現帯広畜産大学）を招きし、「酸化反応からみた脂質の特性」の演題でお話し下さいました。 

 

Zoom で同時配信した講演の様子 

 

ご講演では、脂質の有効利用を図る上でその酸化防止は解決すべき重要課題であり、これまでも活発

な研究が行われてきたこと。その結果、フリーラジカルを介した酸化反応の詳細など、化学反応の面か

らの脂質酸化の特性については良く理解されるようになってきたことが紹介されました。しかしなお、

実際の食品における脂質の酸化反応はより複雑であり、必ずしも平面的な反応論だけからは解決でき

ない課題があること、また、二重結合を多数有するオメガ３脂肪酸の効果的な酸化防止法などについて

も有効な酸化防止法が求められていることが紹介され，会場およびオンライン上からたくさんの質問

を頂きました。この講演は先生に許可を頂きましたので，YouTube の学会公式サイト

(https://www.youtube.com/channel/UCmK6ThkY4K3YKbWmUGLhAww)よりご視聴いただけます。QR コード

は以下に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



講演のGraphical Abstract             講演視聴用QR コード 

今回の総会と懇談会は、コミュニケーションのための方式やTV会議システムの活用を総務委員会で

議論して現状システムを調査し，表彰式と講演会を対面で開催してその様子を会員に広くZoom配信す

るという形式にいたしました。会場に来られない会員の皆様に伝えることに加えて、会場にお集まりい

ただいた会員の皆様には直接会話する機会をご提供させて頂きました。直接お会いできた皆様とは3年

振りの再会となりましたが，非常に心温まるコミュニケーションをとることは\ができました。次回は

よりコミュニケーションが深まる懇談会となるように検討を重ねていきたいと存じます。 

本総会は，昨年選出された下記代議員に,ご意見・ご審議を頂き執り行われました。皆様のご協力に

厚く御礼を申し上げます。 

 

令和 4年度 支部別代議員 

（令和2 年11月投票で選出された代議員の内，令和4 年4月20 日現在の在籍者数は116名） 

 

◆ 関東支部 定数（68名）― 代議員数（64名） 

  青山 敏明 朝倉  浩一 阿部  正彦 荒牧 賢治 有村  隆志 

 池田  郁男 今義  潤 岩井  秀隆 岩橋 槇夫 遠藤  泰志 

 大島  広行 太田  昌男  大部 一夫  大矢    勝 岡野  知道 

 岡本    亨  小山内州一 加藤   直 鎌田  正純 河合  武司 

 北本    大 清瀬千佳子 河野  善行 後藤  直宏 小島  浩一 

 小林  光一 小山 匡子 近藤  行成 坂本 一民 酒井  秀樹 

 佐藤  和恵 柴田 雅史 島﨑 弘幸 杉山  圭吉 鈴木  一昭 

 鈴木  敏幸 高橋是太郎 高橋 政志 高橋美奈子 滝澤  靖臣 

 竹原  將博 戸堀 悦雄 仲川 清隆 野々村美宗 橋崎    要 

 原    節子 平田  芳明 深津    誠 別府 耕次 細川  雅史 

 前多 隼人 松村 秀一 松本 晁暎 三浦  靖 溝部 帆洋 

 三宅 深雪 宮澤  陽夫 宮下 和夫 宮原 令二 山岡  正和 

 横溝  和久 依田 恵子 米山  雄二 和田    俊 
 

◆ 東海支部 定数（12名）― 代議員数（12名) 

浅野  浩志 伊藤 芳郎 岩崎  雄吾 宇佐美久尚 片山 詔久 

神戸 慎哉 纐纈  守 近藤 勝義 多賀圭次郎 田村  廣人 

村瀬  由明 山本  靖 
 

◆ 関西支部 定数（40名）― 代議員数 (40名) 

井奥 加奈 石田 尚久 糸乗  前 今西  豊 岩岡 栄治 

植田  光一 上畑  雅司 老田  達生 太田 明雄 岡村恵美子 

小野  大助 懸橋  理枝 木田  敏之 木田 吉重 蔵本  暢浩 



合谷  祥一 小松  満男 坂井 隆也 作山  秀 笹倉 敬司 

柴田   攻 菅原  達也 關谷  次郎 武田  徳司 辻野 義雄 

戸谷  永生 永尾 寿浩 中辻  洋司 中原 広道 西脇  永敏 

萩森 政頼 藤谷 貫剛 益山  新樹 松村 康生 円山 圭一 

宮澤  三雄 村岡 雅弘 山本  浩志 吉村  倫一 渡邉 義之  

  


