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平成 23 年度事業報告 

 
1, 総会 FSRJ 平成 23 年度総会（平成 23 年 6 月 20 日）於：日本大学 理工学部 
 
2, 研究発表会・講演会 
国内 ・FSRJ 受賞者講演会（平成 23 年 6 月 20 日）於：日本大学 
   ・カミンスキー先生講演会（平成 24 年 4 月 2 日）於：千葉大学 
 
国際 ・6th ISFR2011 (6th International Symposium Feedstock Recycling of Polymeric Materials) 
日時：平成 23 年 10 月 5 日～7 日 
場所：トレド（スペイン） 

ポスター賞 
Maite Artetxe,   University of Basque Country, Spain 
Laura Briones,   Rey Juan Carlos University, Spain 
Shogo Kumagai,   Tohoku University, Japan 
Jie Liu,    Changchun Institute of Applied Chemistry, China 
Shangzhong Zhang,  Tokyo Institute of Technology, AIST, Japan 

 
3, 表彰 平成 23 年度 FSRJ 表彰式（平成 23 年 6 月 20 日）於：日本大学理工学部 
     ・功労賞    Walter Kaminsky 氏（ハンブルグ大学）   
     ・技術功績賞  久松 裕明氏（㈱アルティス） 
     ・研究功績賞  西田 治男氏（九州工業大学）      
     ・研究功績賞  村田 勝英氏（豊橋商工会議所）      
     ・研究進歩賞  平野 勝巳氏（日本大学） 
 
4, 広報 FSRJ ニュースレターNo.21 
 
5, 幹事会 FSRJ 第 1 回幹事会（平成 23 年 6 月 20 日）於：日本大学理工学部 
     FSRJ 第 2 回幹事会（平成 24 年 4 月 2 日）於：千葉大学 

ISFR 幹事会 平成 23 年 10 月 6 日 トレド 学会会場内 
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平成 24 年度事業計画 

 
1.総会 FSRJ 平成 24 年度総会（平成 24 年 6 月 12 日）於：日本大学 理工学部 
 
2.研究発表会・講演会 

国内 ・プラスチックリサイクル化学研究会 第１５回研究討論会 
日 時：平成 24 年 9 月 26 日（水）～ 9 月 27 日（木） 
場 所：伝国の杜 

 
 
〈表彰〉 平成 23 年度 FSRJ 賞受賞講演（平成 24 年 9 月 26 日） 
     ・功労賞     
     ・功績賞   
     ・進歩賞   
 
3.広報 FSRJ ニュースレターNo.22, 23 

ホームページの更新 
 
4.幹事会 FSRJ 第 1 回幹事会（平成 24 年 6 月 12 日）於：日本大学 理工学部 

FSRJ 第 2 回幹事会（平成 24 年 9 月 26 日）於：山形大学 
FSRJ 第 3 回幹事会（平成 25 年月 1 月）於：未定 

 
5.共催・協賛 

平成 24 年度廃棄物資源循環学会研究討論会（協賛）（平成 24 年 5 月 31 日～6 月 1 日）  
平成 24 年度 高分子学会グリーンケミストリー研究会シンポジウム（協賛） 

（平成 24 年 8 月 23 日～24 日）
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平成 24 年～25 年 FSRJ 役員 

 

役職 担当 氏名 所　属

会長 新任 多賀谷　英幸 山形大学

井田　久雄 (社)プラスチック処理促進協会

HP,表彰 新任 加茂　徹 （独）産業技術総合研究所

幹事長 会計、会員 安田　肇 （独）産業技術総合研究所

上道　芳夫 室蘭工業大学

新任 小坂田　史雄 塩ビ工業・環境協会

尾崎吉美 (社)プラスチック処理促進協会

ニュース 新任 角田　雄亮 日本大学

上村　明男 山口大学

ニュース 亀田　知人 東北大学

後藤　元信 名古屋大学

佐古　猛 静岡大学

ニュース 佐々木　満 熊本大学

柴田　勝司 日立化成工業㈱

東京分室 関根　泰 早稲田大学

新任 田崎　智宏 国立環境研究所

ニュース 新任 寺門　修 名古屋大学

新任 中川　尚治 パナソニック㈱エコソリューションズ社

再任 中込　秀樹 千葉大学

西田　治男 九州工業大学

企画 早田　輝信 ㈱テルム

平野　勝巳 日本大学

新任 本田　大作 ㈱リサイクルワン

行本　正雄 中部大学

吉岡　敏明 東北大学

阪内　孚史

新任 高橋　亮 神奈川県産業技術センター

藤元　薫

真下　清

奥脇　昭嗣

阪田　祐作

奥　　彬

幹事

監査

副会長

顧問
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ISFR2013 について 

概要 
日時 2013 年 10 月 23 日～25 日（研究発表）、26 日（ツアー） 
場所 インド・ニューデリー India Habitat Center（写真参照） 
ホームページ http://www.isfr2013.org 
 
会議までの予定は、以下のようになっております。 

 2012 年 12 月 15 日 Second circular 
 2012 年 12 月 15 日－2013 年 3 月 1 日 Abstracts submission 
 2013 年 4 月 15 日 Acceptance of abstracts 
 2013 年 5 月 30 日 Deadline for early bird registration 
 2013 年 6 月 30 日 Full paper submission 
 

  
India Habitat Center 地図          India Habitat Center 外観 

 
 

  

          内部             India Habitat Center 内ホテルフロント 
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会員情報 

 
１． 会員数（平成 24 年 11 月 20 日現在） 

＜個人会員＞ 正会員数 107 名、学生会員 5 名 合計 112 名 
＜法人会員＞ 会員数   12 社 

  
２． 会員異動（平成 24 年度） 

入会 
＜個人会員＞ 正会員 14 名、学生会員 4 名  合計 18 名 

  （入会者一覧） 
春日圭一様 日立化成工業（株） 
大西義浩様 日東電工株式会社 
田崎智宏様 国立環境研究所 
中川尚冶様 パナソニック（株）エコソリューションズ社 
本田大作様 （株）リサイクルワン 
橋本和美様 東北大学大学院 
白井正充様 大阪府立大学 
井尻正彦様 エコ燃料製販売（株） 
占部教之様 新日本製鐵（株） 
高尾正樹様 日本環境設計 
石津 縁様 日本環境設計 
伊藤大禄様 千葉大学大学院工学研究科 
諸星勇翔様 東北大学大学院 
伊藤拓哉様 日本大学理工学部 
大嶋祐史様 千葉大学大学院工学研究科 
馬場智之様 日立化成工業（株） 
中谷久之様 北見工業大学 
佐藤 聡様 （株）川嶋 

  
退会  
＜個人会員＞ 正会員 1 名、学生会員 1 名 合計 2 名 
＜法人会員＞  2 件 
 （退会者一覧） 

博吉汗 斯琴髙娃様 東北大学（大学院修了のため） 
 菅野元行様 日本大学理工学部 
 （退会法人一覧） 

（株）アルティス 様 
（社）日本施設園芸協会 様 

以上
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