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【写真の出明】黄この可擁な花を咲かせるミミカキグサ

壱町田湿原は知多半島武豊町の標高如～50mの丘陵地の水田地帯にあり、湿地の面積は570H12

ほどですが、全国的にも珍しいシロパナナガバノイシモチノウ、 トツカイモウセンゴケなど7種

類の食虫植物が自生しています。初夏の湿地にはこれらのほ物が可様な花を咲かせています。

1 2010年 度絵会報告

中部環境計量士会の総会及び講演会が平成22年 5月 22日 (土)午後2時から大同

特殊鯛鶴健保会館で開催され、22名 の会員の出席 (委任状提出会員は37名 )の下で

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。

O第 1号議案 2009年 度行事報告

(2009年 度実施した主な事業)

(1)総 会 2009年 5月 23日 (ED 大 同特殊鋼仰 健保会館



(2)講 演会 総 会終了後、同会館にて開催

演題 :「音の不思議」

ESツ サーチオフィス 古 賀正輔 氏

(3)見 学会 2009年 9月 5日 (D

田原市のリサイクルセンター 「炭生館」、エコパーク風力発電施設、表浜海岸

など

(4)勉 強会及び懇親会 2010年 2月 6日 CD 大 同特殊鍋(抹)健保会館

勉強会 :

「イルカの人工尾びれプロジェク ト」

プリジス トン佛 IPG 磯 部利行 氏 (会員)

(6月 14日 の 「環境月間講演会」でも依頼講演されました。)

「COP10及 びそれに向けて地元の取組み状況について」

愛知県環境部環境政策課 松 葉清貴 氏

懇親会 :勉強会終了後、同会館にて開催

(5)「 中部環境計量士会だより」の発行 (2回 )

第 5号  (2009年 7月 20日 発行)

第 6号  (2009年 11月 20日 発行)

(会員あてにメールで送付するとともに、会のホームページに掲載)

(6)会 誌 「緑野」第47号 の発行

第 47号  2010年 3月 25日

(印刷製本して会員と会員の所属組織及び公共関係機関 ・団体に配布)

02号 議案 2009年 度 (平成 21年 度)収 支決算報告

平成21年度 収支決算報告書
自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日



O 3号 議案 2010年 度役員選出

会長 :大井民男

副会長 :佐野教信、阪野二郎

幹事 :栗生雅人、石川 創 、石原好実、黒木清篤、日中義身、新谷良英、則竹昌幸、

船坂錬三、森島恒男、山田寛人、由利富士雄、吉田信夫

会計 :近藤浩子、杉浦世紀子

会計監事 :小林良二

の各氏

4号 議案 2010年 度行事計画

(実施する予定の主な事業)

(1)見 学会の実施

(2)勉 強会及び懇親会の開催

(3)会 誌等の発行

。「中部環境計量士会だより」年 2回

・会誌 「緑野」年 1回

(4)そ の他

・見学会への補助

見学させていただいた企業 ・工場等への手土産代金は従来どお り会から支出

するが、参加者が見学のために支払 う入場料、交通費についても予算の範囲内

で支出することとする。

(別途、内規により支払い基準を作成する。)

・ 会 誌等の投稿者への謝礼

これまで 「緑野」や 「たより」への投稿は、会員の方々の自発的な活動として

謝礼等は出してこなかったが、今後は、投稿等をしていただいた方々への敬意と

ご努力に報いるために、謝礼を出すこととする。謝礼は図書券とし、会員は2ペ

ージまで3000円 、3ページ以上は5000円 とする。また、会員外の場合は、
一律 5000円 とする。

(別途、内規により支払い基準を作成する。)

。会の社会参加活動 (COP10へ の協賛事業)

10月 21、 22日 に (社)日 本環境測定分析協会が 「平成 22年 度第 18

回日環協 ・環境セミナー全国大会 血 Nagoya」 を名古屋のウインクあいち (愛

知県産業労働センター)に おいて開催するので、その会場の一隅を借 りて、中

部環境計量士会の活動を広くアピールするための資料を配布する。資料として

は、生物多様機関連の記事を多く掲載している会誌 「緑野第48号 」に、会の

設立と活動経緯を追加 (「緑野第46号 」を参照してください。)し 、また、C

OP10協 賛のロゴマークを付した印刷物を250部 印刷 して配布する。

〇



05号 議案 2010年 度 (平成 22年 度)収 支予算

平成22年度 収支予算書(案)
平成22年4月 1日
平成23年3月31日

2会 員柄

O 愛 知県環境保全関係功労者知事表彰受賞

2010年 6月 4日 にウィルあいち (愛知県女性総合センター)に て本会副会長の

佐野教信氏が社団法人愛知県環境測定分析協会の活動に対して受賞されました。

○ 会員異動

(2009年 度 11月 以降に以下の方々が入退会され、現会員は83名 です。)

《入会者》 (1名 )

山田寛人

「初めまして。新入会員の名南サービス株式会社の山田と申します。

主に排水関連の分析、作業環境測定の業務を行つています。

環境計量士になって 2年 弱ですので、まだまだ知識が少なく、

皆様との交流の中で、スキルアップをしていきたいと思いますので、ご指

導の程、宜しくお願い致します。

また、中部環境計量士会に入会して、1年 も経っておりませんが、幹事を

することになりました。

これからの中部間環境計量士会の発展に少しでも貢献出来ればと考えてい

ます。」
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《退会者》 (5名 )
一江輝夫、山川喜隆、角脇 怜、松下 巌 、鈴木昭人


