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〖写真〗鈴鹿の岩場に咲くイワカガミ    （黒木会員提供）                  
 

1  ２０１4 年度総会報告 
 中部環境計量士会の総会及び講演会が２０１４年５月１８日（土）午後２時から大同

特殊鋼㈱健保会館で４５名の会員の参加（委任状提出者を含む）により開催され、５議

案が可決されました。以下にそれらの内容を紹介します。 
 
○  第１号議案 ２０１３年度行事報告 
 （２０１３年度に実施した主な事業） （詳細は会誌「緑野」第５２号に記載） 

(１) 総会 ２０１３年５月１７日(土) 大同特殊鋼(株)健保会館 
 (２) 講演会 総会終了後、同会館にて開催 

演題：「ＰＭ２.５（微小粒子状物質）のはなし」 

演者： 愛知県環境部大気環境課主任主査 西野 正洋 氏 

（３）見学会及び懇親会 

２０１３年１１月７日（木）１３時３０分から 

見学先：「豊川バイオマスパーク構想実証実験」及び「豊川浄化センター」 

（４）勉強会 
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２０１４年２月１日（土）大同特殊鋼(株)健保会館 

テーマ ①「ＩＰＣＣ第５次評価報告書と最近の異常気象」 

話題提供者：吉田信夫 氏（会員） 
②「水銀に関する水俣条約と国内対策について」 

話題提供者：中島国輔 氏（会員） 
③「豊川バイオマスパーク構想実証実験の見学報告」 

話題提供者：大屋 渡 氏（会員） 

④「秤乃館見学記（四日市市）」 

話題提供者：阪野二郎 氏（会員） 

研修会終了後、懇親会を開催 

（５）会員勧誘のためのチラシ配布 

２０１４年３月２日（日）計量士国家試験会場（名古屋工業大学）にて配布 

（６）「中部環境計量士会だより」の発行（年２回） 

            第１３号、１４号  （２０１３年７月１０日、１２月１０日） 

（７）会誌「緑野」の発行 

第５２号（２０１４年３月２５日） 

印刷：１６０冊 

配布先：会員（会費納入者）、関係官公庁・団体及び愛知、岐阜、三重の

三県の計量証明事業者 

（８）ホームページの更新 

２０１３年６月に内容を更新 

 

○ 第２号議案  ２０１３年度収支決算報告 

   （４頁の２０１３年度収支決算報告書をご覧ください。） 

             

○ 第３号議案  ２０１４年度役員選出 

（敬称略、五十音順） 
会 長：阪野 二郎 

  副会長：佐野 教信 
  幹 事：石川 創、石原 好実、大井 民男、大蔵 昭英、黒木 清篤、鈴木 全、

田中 義身、新谷 良英、船坂 鐐三、由利 富士雄、吉田 信夫、 
渡邉 永策 

  会 計：近藤 浩子、杉浦 世紀子 
  会計監事：小林 良二                 
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○ 第４号議案  ２０１４年度行事計画 

① 講演会 

演題：「スマート社会を担うエネルギーの主役：次世代風力の魅力」 

演者：林 農 氏 （公財）名古屋産業科学研究所 上席研究員  

② 見学会（候補地） 

候補 1  （独）日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター  

瑞浪超深地層研究所見学及びペレトロン年代測定装置見学 

候補 2  中部電力㈱浜岡原子力発電所 防潮施設見学 

候補 3  中部国際空港バックヤード施設見学 

③ 勉強会・懇親会 

会員からの話題提供と懇親会 

④ 「中部環境計量士会だより」の発行 

年２回 発行予定 

⑤ 会誌「緑野」の発行 

年１回 発行予定 

⑥ 会員名簿について 

新規会員あてにプリントした全会員名簿を送付する。現会員にも会誌発送時に

同封することとする。 

⑦ その他行事等 

特には予定なし。 

 

○ 第 ５号議案  ２０１４年度収支予算 

 （４頁の２０１４年度収支予算書をご覧ください。）  

 
○ 会員異動 
《新規会員》（２名） 
 森 正行、板本 秀一  の各氏 

 《退会者》 （４名） 
  小寺 徹、辻本 孝、本多 洋一、南山 智武  の各氏  
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２０１３年度 収支決算報告書　 自 　 2013年 4月 １日
至 　 2014年 3月31日

１．収入の部 単位：円
科目 予算 決算 増減 備考
会費 300,000 272,000 -28,000 会費62名＋過去の未納金6回
その他の収入 0 10 10 利息
前年度繰越 9,280 9,280 0
合計 309,280 281,290 -27,990

２．支出の部
科目 予算 決算 増減 備考
総会費 10,000 9,360 -640 会場費、飲料代
役員会費 17,000 14,290 -2,710 交通費、会場費

2,770 コピー代

99,307 緑野52号160冊印刷代

通信費 20,000 15,764 -4,236 緑野発送代ほか

勉強会・見学会費 50,000 28,712 -21,288
講師謝礼、会場費、飲料代、
手土産代、見学会送迎費

事務局委託費 20,000 20,000 0
ホームページ管理費 12,000 15,710 3,710 インターネット関係等
HPリニューアル積立費 0 10,000 10,000 （積立金累計60,000円）
原稿料 30,000 23,000 -7,000 緑野、たより
雑費 7,000 1,295 -5,705 インク、用紙
予備費 18,280 11,030 -7,250 登坂様香典、弔電
次年度繰越 0 30,052 30,052
合計 309,280 281,290 -27,990

２０１４年度 収支予算書 　　　　自 　 2014年 4月 １日　　
　　　　至  　2015年 3月31日

１．収入の部 単位：円
科目 2013年度予算 2014年度予算 増減 備考
会費 300,000 272,000 -28,000 4000円×68名
その他の収入 0 0 0
前年度繰越 9,280 30,052 20,772
合計 333,046 302,052 -30,994

２．支出の部
科目 2013年度予算 2014年度予算 増減 備考
総会費 10,000 10,000 0
役員会費 17,000 15,000 -2,000

印刷費 125,000 130,000 5,000 緑野53号160冊発行、コピー代

通信費 20,000 18,000 -2,000 緑野等の送付
勉強会・見学会費 50,000 50,000 0
事務局委託費 20,000 20,000 0
ホームページ管理費 12,000 17,000 5,000
HPリニューアル積立費 0 0 0 （積立金累計60,000円）
原稿料 30,000 25,000 -5,000
雑費 7,000 4,000 -3,000 文具
予備費 18,280 13,052 -5,228
次年度繰越 0 0 0
合計 309,280 302,052 -7,228

印刷費 125000 -22,923



 5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 掲示板 
○ 講演会について 

 今年度の事業計画として総会終了後予定されていた講演会は、講師体調不

良により急遽延期となり、来年の勉強会でお願いすることになりました。 
○ 見学会について 

  今年度も１０月頃に見学会の開催を予定しています。多数のご参加を

お待ちしています。詳細は候補地が決まり次第ご連絡いたします。 

○ 会誌等への投稿について 

会誌「緑野」、「たより」への投稿やご意見・要望等をお寄せください。

会員相互の連絡や意見交換にもご利用いただけます。 


