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ご挨拶－中四国支部創立 20周年を迎えて― 
 
 日本農芸化学会中四国支部は 2021 年に創立 20 周年を迎えることができました。
ここに至るまで、支部創立、支部活動、支部運営への多くの方々のひとかたならぬご支
援をたまわりましたお陰であることを衷心より御礼申し上げます。 
 
 中四国支部設立準備会が発足したのは 1994 年のことです。それから 7 年間の諸先
輩たちのご努力の末、2000 年の全国評議員会で中四国支部の設立が承認され、2001
年 4月、岡山で開催されました設立総会を持ちまして正式に発足しました。ご存知の通
り、中四国支部は関西支部に所属していた岡山、鳥取、香川、徳島、高知、西日本支部
に所属していた広島、山口、島根、愛媛の9県が合わさり設立しました。日本農芸化学
会は来年で 100 周年を迎えること、また北海道、東北、関東、中部、関西、西日本の
各支部の設立も1934～1949年と長い歴史があるのと比べると、若々しい支部であり、
2021年の 20周年はまさに「成人式」といえましょう。 
 
 中四国支部は単に若々しいだけでなく、非常に活発な活動を行っている支部として認
められています。支部の事務局は2年ごと、順繰りに各県に回り（2020年度に全県を
一回りしました）、そして各年度それぞれの県が何かしらの行事を執り行っております。
他支部と比較して非常に特徴的なものであり、これが9県の一体感を増し、中四国支部
の活発さにつながっているのであろうと思います。こうした全県で支部を支えるという
姿勢は、今後も堅持する所存です。 
 
 農芸化学は主に化学的な考え方（分子・原子の視点からのアプローチ）で「食」、「生
命」、「環境」に関わる基礎から応用まで広く研究し、地球規模、全国規模そして地域規
模の人々の健康や産業の発展に寄与する学問分野です。特に支部は、地域規模の健康・
発展にも力を入れることが求められています。中四国には約 1000 万人の方が住まっ
ており、そして農業、水産業、工業、鉱業が展開しております。今後とも農芸化学の支
部活動を活発に行い、人々の健康および産業の発展に貢献していきたいと考えます。 
 
COVID-19 の流行のために 1 年遅れてしまいましたが、本日皆様と宴の会を催し、
支部創立20周年を多いに祝賀したく存じます。 
  

日本農芸化学会中四国支部・支部長 加藤純一 
 

 

 



日本農芸化学会中四国支部のあゆみ 
2022.9.21 

 

年月日 活動，支部講演会 全国大会，市民フォーラム，若手研究者シンポジウム

1994年4月 中四国支部設立準備会発足

1994年7月 中四国支部設立の希望に関するアンケート調査

1995年8月
日本農芸化学会1995年大会（北海道大学）において

中四国支部設立についての話し合い

1995年11月～ 関西支部、西日本支部への中四国支部設立の働きかけ

1997年5月 中四国ブロック市民フォーラム開催

～2000年6月 第1回　岡山大学（食の科学）1997年5月24日　

第2回　山口大学（遺伝子組換え植物の現状と将来）1997年12月12日

第3回　島根大学（｢いのち｣と｢食｣を考える）1998年5月23日

第4回　高知女子大学（食と健康）1998年10月11日

第5回　鳥取県民文化会館（環境とバイオ）1999年5月22日　

第6回　広島大学（環境保全とバイオテクノロジー）2000年6月3日

第7回　愛媛大学（食とバイオテクノロジー）2000年11月11日　

2000年7月
関西支部,西日本支部が支部評議員会において

中四国支部設立を了承

2000年7月8日 中四国支部設立準備会執行部会議（岡山大学） 17名参加

2000年11月24日 全国評議員会で中四国支部設立承認

2000年12月9日 中四国支部設立準備会執行部会議（岡山大学） 26名参加

2001年4月21日 中四国支部設立総会（岡山ロイヤルホテル）100名参加

2001年4月 第1回講演会（支部大会）　岡山大学　2001年10月12日-13日 第1回市民フォーラム　岡山大学　2001年4月21日

～2003年3月 第2回講演会（支部例会）　香川大学　2002年1月26日 第2回市民フォーラム　島根大学　2002年9月21日

事務局：岡山 第3回講演会（支部例会）　岡山県立大学　2002年5月25日 第3回市民フォーラム　福山大学　2002年11月30日　

第4回講演会（支部大会）　島根大学　2002年9月19日-20日 若手研究者シンポジウム　島根大学　2002年9月20日

第5回講演会（支部例会）　高知大学　2003年1月25日 若手研究者シンポジウム　徳島大学　2002年10月22日

2003年4月 第6回講演会（支部例会）　広島大学　2003年5月31日 全国大会2004年度　広島大学　2004年3月28日-31日

～2005年3月 第7回講演会（支部大会）　鹿児島大学　2003年9月19日-20日 第4回市民フォーラム　香川大学　2003年11月8日

事務局：広島 第8回講演会（支部例会）　愛媛大学　2004年1月24日 第5回市民フォーラム　山口大学　2004年11月3日

第9回講演会（支部例会）　鳥取大学　2004年6月12日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2003年6月14日

第10回講演会（支部大会）　徳島大学　2004年9月17日-18日 若手研究者シンポジウム　広島大学　2003年8月2日-3日

第11回講演会（支部例会）　岡山大学　2005年1月22日 若手研究者シンポジウム　鳥取大学　2004年6月11日

若手研究者シンポジウム　広島大学　2004年11月27日

2005年4月 第12回講演会（支部例会）　山口大学　2005年5月21日 第6回市民フォーラム　酒類総研　2005年10月6日

～2007年3月 第13回講演会（支部大会）　大阪大学　2005年9月30日-10月1日 第7回市民フォーラム　林原生物化学研　2006年9月2日

事務局：愛媛 第14回講演会（支部例会）　福山大学　2006年1月28日 第8回市民フォーラム　山口大学　2007年2月3日

第15回講演会（支部例会）　島根大学　2006年5月13日 第9回市民フォーラム　鳥取大学・島根大学　2007年3月17日

第16回講演会（支部大会）　愛媛大学　2006年9月15日-16日 若手研究者シンポジウム　山口大学　2005年5月20日

第17回講演会（支部例会）　香川大学　2007年1月27日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2006年12月9日-10日

2007年4月 第18回講演会（支部例会）　県立広島大学　2007年5月12日 第10回市民フォーラム　高知大学　2007年9月22日

～2009年3月 第19回講演会（支部大会）　山口大学　2007年9月14日-15日 第11回市民フォーラム　徳島大学　2008年12月6日

事務局：鳥取 第20回講演会（支部例会）　徳島大学　2008年1月26日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2008年5月23日-24日

第21回講演会（支部例会）　岡山理科大学　2008年5月24日

第22回講演会（支部大会）　鳥取大学　2008年9月12日-13日

第23回講演会（支部例会）　高知大学　2009年1月24日

2009年4月 第24回講演会（支部例会）　島根大学　2009年5月23日 第12回市民フォーラム　鳥取大学　2009年11月7日

～2011年3月 第25回講演会（支部大会）　琉球大学　2009年10月30日-31日 第13回市民フォーラム　愛媛大学　2010年10月2日

事務局：香川 第26回講演会（支部例会）　愛媛大学　2010年1月23日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2009年5月8日-9日

第27回講演会（支部例会）　広島大学　2010年6月5日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2010年5月7日-8日

第28回講演会（支部大会）　香川大学　2010年9月24日-25日

第29回講演会（支部例会）　徳島大学　2011年1月22日

2011年4月 第30回講演会（支部例会）　岡山大学　2011年5月21日 第14回市民フォーラム　岡山大学　2011年5月21日

～2013年3月 第31回講演会（支部大会）　宮崎大学　2011年9月16日-17日 第15回市民フォーラム　島根大学　2011年11月3日

事務局：山口 第32回講演会（支部例会）　鳥取大学　2012年1月21日 第16回市民フォーラム　鳥取大学　2012年1月21日

第33回講演会（支部例会）　愛媛大学　2012年6月2日 第17回市民フォーラム　広島大学　2012年3月17日

第34回講演会（支部大会）　山口大学　2012年9月21日-22日 第18回市民フォーラム　愛媛大学　2012年5月26日

第35回講演会（支部例会）　高知大学　2013年1月26日 第19回市民フォーラム　香川大学　2012年6月23日

第20回市民フォーラム　福山大学　2012年9月15日

第21回市民フォーラム　山口大学　2012年9月22日

第22回市民フォーラム　高知大学　2013年1月26日

若手研究者シンポジウム　岡山大学　2011年5月20日-21日

若手研究者シンポジウム　徳島大学　2012年10月27日



 
 

 

 

 

 

2013年4月 第36回講演会（支部例会）　島根大学　2013年6月8日 全国大会2015年度　岡山大学　2015年3月26日-29日

～2015年3月 第37回講演会（支部大会）　県立広島大学　2013年9月5日-6日 第23回市民フォーラム　県立広島大学　2013年9月7日

事務局：岡山 第38回講演会（支部例会）　香川大学　2014年1月25日　 第24回市民フォーラム　愛媛大学 2014年11月8日

第39回講演会（支部例会）　福山大学　2014年5月31日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2013年5月10日-11日　　　

第40回講演会（支部大会）　徳島大学　2014年9月26日-27日 若手研究者シンポジウム　高知大学　2013年11月2日　　　

第41回講演会（支部例会）　水産大学校　2015年1月24日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2014年5月16日-17日

若手研究者シンポジウム　愛媛大学　2014年9月20日

2015年4月 第42回講演会（支部例会）　鳥取大学　2015年6月13日　 第25回市民フォーラム　広島大学　2015年7月25日，8月1日

～2017年3月 第43回講演会（支部大会）　愛媛大学　2015年9月17日-18日 第26回市民フォーラム　香川大学　2015年11月28日

事務局：高知 第44回講演会（支部例会）　岡山県立大学　2016年1月23日　 第27回市民フォーラム　岡山県立大学　2016年1月23日　　　

第45回講演会（支部例会）　香川大学　2016年6月11日 第28回市民フォーラム　広島大学　2016年9月3日，10日

第46回講演会（支部大会）　高知大学　2016年9月15日-16日 第29回市民フォーラム　高知大学　2016年9月17日

第47回講演会（支部例会）　島根大学　2017年1月28日 第30回市民フォーラム　鳥取大学　2016年10月8日

第31回市民フォーラム　山口大学　2016年11月5日

若手研究者シンポジウム　岡山大学　2015年5月15日-16日　

若手研究者シンポジウム　島根大学　2015年10月17日

若手研究者シンポジウム　香川大学　2015年10月31日

若手研究者シンポジウム　高知大学　2016年4月23日

若手研究者シンポジウム　岡山大学　2016年5月20-21日

若手研究者シンポジウム　水産大学校　2016年7月28日-29日

2017年4月 第48回講演会（支部例会）　徳島大学　2017年6月17日 第32回市民フォーラム　広島大学　2017年7月22日，8月5日，9月2日，9月9日

～2019年3月 第49回講演会（支部大会）　大阪府立大学 2017年9月21日-22日 第33回市民フォーラム　島根大学　2017年9月9日　　　　　　　　　　

事務局：島根 第50回講演会（支部例会）　広島大学　2018年1月27日 第34回市民フォーラム　広島大学　2018年7月22日，7月29日，8月25日，9月8日

第51回講演会（支部例会）　山口大学　2018年6月16日 第35回市民フォーラム　徳島大学　2018年10月13日

第52回講演会（支部大会）　島根大学　2018年9月20日-21日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2017年5月19日-20日

第53回講演会（支部例会）　高知大学　2019年1月26日　 若手研究者シンポジウム　広島大学　2017年10月6日-7日

若手研究者シンポジウム　岡山大学　2018年5月18日-19日

若手研究者シンポジウム　徳島大学　2018年6月2日

2019年4月 第54回講演会（支部例会）　岡山理科大学　2019年6月1日 第36回市民フォーラム　広島大学　2019年7月27日，8月3日，8月24日，8月31日

～2021年3月 第55回講演会（支部大会）　琉球大学　2019年11月8日-9日 第37回市民フォーラム　愛媛大学　2019年10月22日

事務局：徳島 第56回講演会（支部例会）　愛媛大学　2020年1月25日 若手研究者シンポジウム　岡山大学　2019年5月24日-25日

第57回講演会（支部大会）　徳島大学　2020年9月17日-18日 若手研究者シンポジウム　鳥取大学　2019年10月5日

第58回講演会（支部例会）　香川大学　2021年1月23日

2021年4月 第59回講演会（支部例会）　広島大学　2021年6月12日 全国大会2023年度　広島大学　2023年3月14日-17日

～2023年3月 第60回講演会（支部大会）　鹿児島大学　2021年9月24日-25日 第38回市民フォーラム　島根大学　2021年8月28日

事務局：広島 第61回講演会（支部例会）　高知大学　2022年1月22日 第39回市民フォーラム　徳島大学　2021年10月23日

第62回講演会（支部例会）　島根大学　2022年6月4日 第40回市民フォーラム　山口大学　2022年7月9日

第63回講演会（支部大会）　香川大学　2022年9月21日-22日 第41回市民フォーラム　香川大学　2022年7月16日

第64回講演会（支部例会）　岡山県立大学　2023年1月21日 第42回市民フォーラム　高知大学　2022年9月17日

第43回市民フォーラム　鳥取大学　2022年10月22日　

第44回市民フォーラム　愛媛大学　2022年11月26日

第45回市民フォーラム　広島大学　2022年12月17日

若手研究者シンポジウム　岡山大学　2021年5月14日，21日

若手研究者シンポジウム　愛媛大学　2021年7月30日

若手研究者シンポジウム　鳥取大学　2021年10月16日

若手研究者シンポジウム　広島大学　2022年5月20日

若手研究者シンポジウム　徳島大学　2022年7月30日

若手研究者シンポジウム　山口大学　2022年10月21日

2023年4月 第65回講演会（支部例会）　山口大学 市民フォーラム　岡山大学

～2025年3月 第66回講演会（支部大会）　高知大学 市民フォーラム　徳島大学

事務局：愛媛 第67回講演会（支部例会）　鳥取大学 若手研究者シンポジウム　高知大学

第68回講演会（支部例会）　香川大学 若手研究者シンポジウム　岡山大学　

第69回講演会（支部大会）　愛媛大学

第70回講演会（支部例会）　広島大学



日本農芸化学会中四国支部創立２０周年記念祝賀会 
 式次第 

 
1．18:30 開会挨拶  
 第 63回講演会 実行委員長 渡邉 彰  
 
2． 主催者挨拶  
 中四国支部長 加藤 純一 
 
3．18:40 来賓祝辞 
 香川大学農学部長 秋光 和也 
 日本農芸化学会副会長 神崎 浩 
 西日本支部長 中山 二郎 
  
4．18:50 鏡開き  
 香川大学農学部長 秋光 和也 
 日本農芸化学会副会長 神崎 浩 
 西日本支部長 中山 二郎 
 中四国支部長 加藤 純一 
 実行委員長 渡邉 彰 
 
5． 乾杯 
 第 2代中四国支部長 宮川 都吉 
 

＜歓談＞ 
 
6．20:00 授賞者ご挨拶 
 第 9回（2022年）日本農芸化学会中四国支部功労賞 

高知大学総合科学系教授 大西 浩平 
島根大学学術研究院農生命科学系教授 川向 誠 
岡山大学学術研究院環境生命科学学域教授 木村 吉伸 
鳥取大学農学部教授 渡邉 文雄 

 
2022年度 日本農学賞 
山口大学大学院創成科学研究科 松井 健二 

  



 
 

 
7．20:15 支部創立 20周年記念～中四国支部活動への提言～ 

 
＜中四国支部創立から２０年を振り返って＞ 

第 6代支部長 山田 守 （山口事務局：2011-2012年度） 
第 7代支部長 稲垣 賢二 （岡山事務局：2013-2014年度） 
第 10代支部長 櫻谷 英治 （徳島事務局：2019-2020年度） 

 
＜中四国支部活動のこれから＞ 

山口大学研究推進機構 片岡 尚也 
広島大学大学院統合生命科学研究科 藤川 愉吉 
香川大学農学部 松沢 智彦 
高知大学農林海洋科学部 村松 久司 

 
＜支部活動のこれから＞ 

西日本支部長 中山 二郎 
中四国支部長 加藤 純一 

 
＜産学官からみた農芸化学＞ 

備前化成株式会社 丸 勇史 
松谷化学工業株式会社 金崎 茜 
産業技術総合研究所 片岡 正俊 
香川大学農学部 田村 啓敏 

 
＜中四国支部に期待すること＞ 

日本農芸化学会副会長  神崎 浩 
 

＜歓談＞ 
 

8．20:55 閉会挨拶  
岡山大学学術研究院環境生命科学学域 稲垣 賢二 

 

 

 


