
計収支決算書は平成 21年 5月 8日に監事の先生

方による会計監査を受けた｡

④ 平成 21年度の会計収支中間報告 (1月 1日～

7月 8日):収入の部として前年度繰越金 358,797

円､会費 26,000円､賛助会費 240,000円､寄付

50,000円､郵便貯金利子 28円､収入総額は674,825

円となり､一方､支出の部として印刷費 (第 25号

会報)154,192円､通信費 20,800円､第 57回研

究会補助 40,000円､雑費 12,600円､支出総額は

227,592円で､残高は 447,233円である｡

⑤ 平成 21年度の活動計画:研究会を 2回開催す

る｡第 57回研究会は大森 斉先生のお世話で岡山

大学工学部の講義室で開催されている｡特別講演

1題､一般講演 5題､懇親会が企画されている｡

第58回研究会は 11月27日(金)午後にピュアリテ

ィまきびで開催を予定しているO特別講演など 3

題 と懇親会を企画する｡研究会報 (第 25号)を発

行する｡理事会 ･常務理事会は各々2回開催する｡

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

平成 21年度第 2回理事会

平成 21年 11月 27日 (金)12:30から13:00ま

でピュアリティまきび (研究会会場)で開催され

た｡

① 平成 21年度の活動報告:研究会を 2回開催｡

第 57回研究会は 7月 10日(金)13:30から17:15

まで岡山大学工学部 6号館 12番講義室で大森 斉

先生のお世話で開催された｡特別講演 1題､一般

講演 5題､懇親会が企画されたO第 586回研究会

は日本生物工学会西 日本支部の協賛で 11月 27日

(金)13:30から17:00までピュアリティまきびで開

催されているD特別講演 2題､記念講演 1題､懇

親会を企画した｡第 25号会報は5月に会員に発送

した｡現在､第 26号会報の編集作業を行っている｡

会報のバックナンバー(No.1-13,No.14-24の 2

冊)を国会図書館に寄贈(平成 21年 9月)した｡理

事会は 7月 10日､11月 27日の 2回､常務理事会

は6月 3日､10月 20日の2回開催 した｡

② 平成 21年度 (1月 1日～11月 25日)の会計

収支 中間報告 :収入の部 として前年度繰越金

358,797円､会費 39,000円､賛助会費 300,000円､

日本生･物工学会西 日本支部 20,000 円､寄付金

50,000円､郵便貯金利子 43円となり､総額 767,840

円､一方､支出の部として印刷費 (第 25号会報)

154,192円､通信費 28,480円､第 57回研究会謝金

20,000円､補助 40,000円､雑費 13,220円となり､

支出総額は 255,892円で､残高は 511,948円であ

った｡

③ 平成 22年度の活動計画:研究会を 2回開催す

る｡第 59回研究会は会員持ち回りで 6月～7月に
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開催を予定している｡会員による一般講演 (5-6

顔)､特別講演 1題などを企画する｡第 60回研究

会は 11月下旬～12月上旬 (金)午後に公共施設(ピ

ュアリティまきびなど)で開催を予定している｡特

別講演､招待講演など 3題 と懇親会を企画する｡

研究会報 (第 26号)を発行する｡第 27号の編集

作業を開始する｡平成 23･24年度の役員の選任を

会則第 9条に則 り行 う｡理事会･常務理事会は各々

2回開催するO今後もホームページの充実を図って

いく,なお､研究会の開催の在 り方については今

後の検討課題となっている｡

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

参考資料

｢施設めぐり｣に紹介された施設名

第 2号 岡山学医学部附属動物実験施設

林原生物化学研究所藤崎研究所

第 3号 川崎医大学動物飼育センター

ラビトン研究所ラビトン牧場

第4号 重井医学研究所

阪大微生物研究会観音寺研究所雲岡

支所

第 5号 島根医科大医学部附属動物実験施設

㈱生物科学技術研究所

第6号 九州大医学部附属動物実験施設

日本チヤールス･リバー㈱日野飼育セ

ンター

第7号 滋賀医科大医学部附属動物実験施設

第 8号 香川医科大動物実験施設

㈱フアブ

第 9号 第一製薬㈱動物実験施設

第10号 ㈱大塚製薬工場動物実験施設

中外製薬㈱富士御殿場研究所

第11号 日本クレア㈱

第12号 鳥取大医学部附属動物実験施設

第13号 オリエンタル酵母工業㈱

第14号 広島大医学部附属動物実験施設

第15号 岡山大農学部 ･薬学部動物実験施設

第16号 徳島大医学部附属動物実験施設

第17号 山口大医学部附属動物実験施設

大阪大医学部附属動物実験施設

第18号 高知医大医学部附属動物実験施設

愛媛大医学部附属動物実験施設

第19号 東京慈恵医科大実験動物研究施設

慶応義塾医学部共同動物実験施設

第20号 滋賀医科大動物生命科学研究センタ

第21号 京都大大学院医学研究科附属動物実

験施設
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第22号 (独)国立環境研究所ナノ粒子健康影

響実験棟

第23号 筑波大学生命科学動物資源センター

第24号 川崎医科大医用生物センター

第25号 岡山大自然生命科学研究支援センタ

ー動物資源部門鹿 田施設

第26号 岡山理科大附属動物実験施設

会員持ち回 り会場

第 2回研究会 昭和58年4月30日(土)14:00-
岡山大学農学部本館3階第5講義室

(世話役 猪 貴義先生)招待講演1題､基調講演

第 3回研究会 昭和58年9月30日(金)14:00-
重井医学研究所集会室

(世話役 沖垣 達先生) 招待講演1題､特別講

演1題､｢染色体に書かれたネズ ミの歴史｣上

映

第 4回研究会 昭和58年12月3日(土)14:00-
林原生物化学研究所 ･藤崎研究所

(世話役 栗本 雅 司所長) 研究所の概要紹介､

招待講演1題､研究所見学

第 5回研究会 昭和59年5月19日(土)13:30-
岡山大学歯学部第1講義室

(世話役 永井 慶先生) 招待講演2題

第 6回研究会 昭和59年12月8日(土)13:30-
岡山大学医学部図書館講堂

(世話役 倉林 譲先生) 特別講演1題､話題提

供 ｢実験動物の飼育 ･手技 ･管理 ･購入等に

おける問題点｣6題

第 7回研究会 昭和60年4月27日(土)13:30-
岡山大学薬学部第2講義室

(世話役 田坂 賢二先生) 一般講演7題

第 8回研究会 昭和60年9月28日(士)13:30-
川崎医科大学メデ ィカル ミュー ジアム小

講堂

(世話役 山下 貴 司先生) 一般講演4題､交見

会

第 9回研究会 昭和60年12月14日(土)13:30-
ノー トルダム清心女子大学 ジュ リーホー

ル大会議室

(世話役 高橋 正解先生)一般講演5題

第10回研究会 昭和61年5月10日(土)13:30-
岡山大学農学部第5講義室

(世話役 猪 貴義先生)一般講演5題､シンポ

ジウム ｢動物の集団をどのよ うにとらえるか｣

3題

第11回研究会 昭和61年9月13日(金)14:00-
垂井医学研究所4階講堂

(世話役 妹尾 左知丸所長 ･沖垣 達先生)話題

提供 ｢最近の実験動物の開発 と設備､施設に

関する話題｣2題､特別講演2題

第12回研究会 昭和61年12月6日(土)14:00-

林原生物化学研究所 ･藤崎研究所会議室

(世話役 栗本 雅司所長) 特別講演1題､一般

講演3題､懇親会

第13回研究会 昭和62年3月30日(土)13:30-
岡山大学医学部 発生工学懇談会､岡山バ

イオ懇話会 との共催

(世話役 永井 康先生) フォーラム ｢生物の

かたち作 りの謎 をとく-発生工学-の道｣賛

助講演 ｢細胞をよりわける分子 と動物のかた

ち作 り｣1題

第14回研究会 昭和62年9月5日(土)13:30-
岡山大学薬学部大講義室

(世話役 田坂 賢二先生) 一般講演7題､懇親

会

第16回研究会 昭和63年5月28日(土)13:30-
岡山大学文学部会議室

(世話役 三谷 憲一先生) 特別講演1題､一般

講演3題

第17回研究会 昭和63年12月10日(土)15:00-
岡山大学歯学部第1講義室

歯学部 口腔解剖第1講座 との共催

(世話役 永井 虞先生) 特別講演2題

第19回研究会 平成2年6月30日(土)14:00-
岡山大学農学部第5講義室

(世話役 猪 貴義先生)一般講演6題､懇親会

第21回研究会 平成3年7月12日(金)13:00-
林原生物化学研究所 ･吉備製薬工場

(世話役 栗本 雅司所長 ･佐藤芳範工場長) 特

別講演2題､一般講演2題､工場見学

第23回研究会 平成4年6月20日(土)13:00-
岡山県総合畜産センター

(世話役 牧野 充伸次長､センター関係者)

特別講演2題､昼食会 (まきばの館)

第25回研究会 平成5年6月18日 (金)13:30-
重井医学研究所 岡山県新技術振興財団 と

の共催

(世話役 沖垣 達所長 と関係者) 一般講演3

題､特別講演1題

第27回研究会 平成 6年6月25日 (土)14:00-
岡山大学教育学部 岡山県新技術振興財

団 との共催

(世話役 河 田 哲典先生) 一般講演3題､特別

講演1題

第29回研究会 平成7年7月1日(土)13:15-
ノー トルダム清心女子大学

岡山県新技術振興財団 との共催

(世話役 高橋 正解先生)一般講演3題､特別講

演1題､懇親会

第31回研究会 平成 8年6月29日 (土)13:10-
川崎医科大学 ･附属図書館講堂

(世話役 初鹿 了先生) 一般講演4題､特別講

演1題

第33回研究会 平成 9年7月12日 (土)13:15-



岡山大学農学部

(世話役 佐藤 ･国枝) 一般講演4題､特別講

演1題､懇親会 (農学部 ･中会議室)

第35回研究会 平成10年7月18日 (土)13:30-
岡山大学薬学部大講義室

(世話役 亀井千晃先生)一般講演4題､特別講

演1題､農 ･薬動物施設見学､懇親会

第37研究会 平成11年5月26日 (水)13:30-
岡山大学医学部図書館3階講堂

(世話役 倉林 譲先生)一般講演2題､特別講

演2題､懇親会上海実験動物学会会長 (特別講

演)ならびに会員参加

第39回研究会 平成12年7月8日 (土)13:30-
岡山大学文学部会議室

(世話役 三谷恵一先生)一般講演3題､特別講

演1題､金田氏を囲む会 (割烹 武蔵)

第41回研究会 平成13年6月22日 (金)13:30-
㈱林原生物化学研究所 ･藤崎研究所

(世話役 栗本雅司所長) 一般講演4題､特別

講演1題､見学､懇親会 (つしま苑)

第43回研究会 平成14年6月7日 (金)13:30-
重井医学研究所

(世話役 内藤一郎先生) 一般講演3題､賛助

会員による講演1題､特別講演1題､懇親会

第45回研究会 平成15年6月13日 (金)13:30-
岡山大学文化科学系総合研究棟4階オープ

ンラボラトリーA多目的スペース

(世話役 河田哲典先生)賛助会員による講演1

題､一般講演3題､特別講演1題､研究室 (≡

谷先生)見学､懇親会 (岡山大 ･ピーチユニ

オン)
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第47回研究会 平成16年6月25日 (金)13:30-

川崎医科大学 ･別館6階大会議室

(世話役 辻岡克彦先生) 賛助会員による講演

1題､一般講演3題､特別講演l題､懇親会

第49回研究会 平成17年6月24日 (金)13:30-
岡山理科大学創立40周年記念館ホール

(世話役 浅田伸彦先生)

親会

第51回研究会 平成18年6月23日 (金)13:30-
ノー トルダム清心女子大学 ･大会議室

(世話役 中永征太郎先生 ･高橋正佑先生) 賛

助会員 に よる講演 1題 ､一般講演4題 ､

特別講演1題､懇親会

第53回研究会 平成19年6月22日(金)13:30-
岡山大学創立50周年記念館 ･大会議室

(世話役 佐藤 ･国枝) 一般講演3題､教育講

演1題､特別講演1題､懇親会

第55回研究会 平成20年6月27日(金)13:30-
IPU･環太平洋大学 ･大講義室2

(世話役 三谷恵一先生)特別講演3題､シンポ

ジウム4題､懇親パーティ

第57回研究会 平成21年7月10日(金)13:30-
岡山大学工学部 ･6号館 ･12番講義室

(世話役 大森 斉先生) 一般講演 5題､特別

講演 1題､懇親会

第59回研究会 平成22年7月2日(金)13:30-
岡山大学理学部 ･1号館 ･11番教室 予定

(世話役 高橋純夫先生 ･竹内 栄先生) 一般

講演 3題程度､特別講演 2題､懇親会




