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期　日 講演・会合等名称（会場），《共催等》，太字＝本会関連

　2014年（平成26年）
5/12（月） The 2nd International Symposium on Transformative Bio-Molecules 2014（名大）《協

賛》
5/14～15（水～木） 首都大学東京 金の化学研究センター 国際キックオフ・ワークショップ（首都大）《協賛》
5/15～17（木～土） 第1回国際こめ油シンポジウム（1st IARBO Symposium）（武漢，中国）
5/16（金） 千里ライフサイエンス技術講習会「第60回次世代シークエンサーを用いた遺伝子発現解析

の実際」（大阪）
5/16（金） 第7回新産業酵母研究会講演会（東京）
5/22（木） 食品ハイドロコロイドセミナー2014（東京海洋大）《協賛》
5/22（木） 第1回SBJシンポジウム（2014）―生物工学の新たな潮流をつくる―（早稲田大）《後援》
5/22（木） 第16回応用糖質科学ワークショップ「糖質の生理機能評価技術の基礎」（東大）
5/22～23（木～金） 第31回希土類討論会（東京）《協賛》
5/23（金） 第306回日本農芸化学会西日本支部例会
5/23（金） 第25回食品ハイドロコロイドシンポジウム（東京海洋大）《協賛》
5/24（土） 日本農芸化学会関西支部例会（第484回講演会）
5/28（水） 千里ライフサイエンスセミナーF1「マクロファージの多彩な機能と疾患」（大阪）
5/28～29（水～木） 新学術領域研究「天然物ケミカルバイオロジー～分子標的と活性制御～」第6回公開シン

ポジウム（名大）《協賛》
5/31（土） 学会創立90周年記念日本農芸化学会中四国支部第39回講演会（例会）
5/31～6/1（土～日） 第16回マリンバイオテクノロジー学会大会（三重大）《協賛》
5/31～6/1（土～日） 第12回ホスト・ゲスト化学シンポジウム（東工大）《協賛》
6/3（火） さんわか第21回ワークショップ「ここまでできる！　次世代のバイオ解析技術」（名古屋）
6/5（木） 公益財団法人発酵研究所第8回助成研究報告会（豊中）
6/5（木） 千里ライフサイエンス技術講習会「“CRISPR/Casシステム”によるマウスゲノム編集」（大阪）
6/6（金） 日本ゾル‒ゲル学会第11回セミナー「新規な有機―無機ハイブリッド材料の設計と機能発

現」（東京理科大）《協賛》
6/6（金） 新規素材探索研究会第13回セミナー（横浜）《共催》
6/6～7（金～土） シンポジウム「モレキュラー・キラリティー2014」（仙台）《共催》
6/7（土） 第24回万有福岡シンポジウム（九大）《協賛》
6/9～13（月～金） 第10回幼若ホルモン国際会議（つくば）《協賛》
6/10～11（火～水） 第105回有機合成シンポジウム（東工大）《共催》
6/11～12（水～木） （公財）日本ビフィズス菌センター第18回腸内細菌学会（東大）
6/11～13（水～金） 日本ケミカルバイオロジー学会第9回年会（阪大）《後援》
6/12～27（木～金） 劇団俳優座公演「先生のオリザニン」（東京）《協賛》
6/13（金） うま味研究会公開シンポジウム「情動と食―適切な食育へ向けて―」（東京）
6/14（土） 第25回記念万有仙台シンポジウム（仙台）《協賛》
6/14～15（土～日） 第9回トランスポーター研究会年会（名市大）《後援》
6/16（月） 日本アミノ酸学会主催第4回産官学連携シンポジウム～豊かな生活を支えるアミノ酸の科

学～（東大）《協賛》
6/18～19（水～木） 平成26年度前期（春季）有機合成化学講習会（東京）《共催》
6/19～20（木～金） 第20回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会（和歌山）《後援》
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6/21～22（土～日） 文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究（研究領域提案型）「生合成マシナリー：生物
活性物質構造多様性創出システムの解明と制御」（平成22年～26年度）第7回公開シンポ
ジウム（東工大）《後援》

6/27（金） 構造活性フォーラム2014（阪大）《協賛》
6/28（土） 第51回化学関連支部合同九州大会
7/2～4（水～金） 第49回天然物化学談話会（倉敷）《協賛》
7/5（土） 第26回万有札幌シンポジウム（北大）《協賛》
7/7～9（月～水） 第51回アイソトープ・放射線研究発表会（東大）《協賛》
7/9（水） 日本農芸化学会創立90周年・第40回化学と生物シンポジウム―「私たちの健康と食品」―

（東大）
7/17～18（木～金） 日本プロテオーム学会2014年会（  JHUPO第12回大会）（つくば）《後援》
7/17～18（木～金） セルロース学会第21回年次大会（鹿児島大）《協賛》
7/19（土） 第4回天然物パワーシンポジウム「海外学術調査と天然物化学」（東大）《協賛》
7/26（土） 日本学術会議公開シンポジウム「昆虫における刺激の受容と反応」（仮題）（東京）
8/3～5（日～火） 第4回高校生バイオサミットin鶴岡（鶴岡）《後援》
8/5～7（火～木） 国際カルノシン・アンセリン学会（星薬大）《後援》
8/7～8（木～金） 日本ゾル‒ゲル学会第12回討論会（つくば）《協賛》
8/7～8（木～金） 第28回キチン・キトサンシンポジウム（順天堂大）《協賛》
8/10～12（日～火） 第33回日本糖質学会年会（名大）《共催》
9/2～6（火～土） 第27回国際ポリフェノール会議2014（名大）《共催》
9/3～5（水～金） 第65回コロイドおよび界面化学討論会（東京理科大）《協賛》
9/10～12（水～金） 第44回複素環化学討論会（札幌）《共催》
9/11～12（木～金） 第31回シクロデキストリンシンポジウム（島根）《共催》
9/11～12（木～金） 第59回リグニン討論会（福井工大）《共催》
9/20～22（土～月） 第58回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会（和歌山大）《共催》
10/15～17（水～金） 第62回レオロジー討論会（福井）《協賛》
10/15～17（水～金） 2014地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展（東京）《協賛》
10/15～17（水～金） 第56回天然有機化合物討論会（高知）《共催》
10/22～24（水～金） 第51回ペプチド討論会（徳島大）《協賛》
11/13～14（木～金） 第42回構造活性相関シンポジウム（熊本）《後援》
11/24～26（月～水） アジア環境化学国際会議（International Conference of Asian Environmental Chemistry 

2014）（タイ）《後援》
11/27～29（木～土） 第41回有機典型元素化学討論会（宇部）《共催》

メールアドレス登録のお願い

本会では，メーリングシステムとWEBによる会員名簿の整備
を進めております．このシステムのいっそうの充実を図るため，
会員の皆様方にはメールアドレスのご登録をお願いしたいと存じ
ます．
本会庶務係（shomu@jsbba.or.jp）まで， 氏名， 登録用メールア

ドレスをお送り下さいますよう，何卒よろしくお願い申し上げま
す．
会員情報システムを通じて登録，閲覧される情報はSSL暗号化
通信によって外部からの盗聴を防いでおります．

会
　
告



化学と生物 Vol. 52, No. 5, 2014 （k-3）

英文誌出版の遅延について（お詫び）
日頃より本会英文誌「Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry」（以下BBB）をご購読いただき，誠にあり
がとうございます．
学会ホームページ，化学と生物誌会告（第51巻11号

（2013）～）およびニュースメールでご連絡させていただき
ましたように，BBBの編集出版事業は，2014年1月発行号
より，英国企業のTaylor and Francis社へ委託することと
なりました．
（2013年11月号お知らせ2. 英文誌「Bioscience, Biotech-
nology, and Biochemistry」の刊行方法の変更参照）

現在，委託後初めてとなるVolume 78, No. 1の発行準備
を進めておりますが，微細にわたる最終的な摺合せに時間
を要しており，発行が遅れることとなってしまいました．
読者ならびに投稿者の皆様に心よりお詫びいたします．
学会マイページおよびhttp://www.tandfonline.com/loi/
tbbbにおいて順次公開させていただきます．ご寛容のほ
ど，何卒よろしくお願いいたします．
なお，BBB Volume 77以前の論文はJ-STAGE外部リン
クの公開サイトで閲覧可能となっております．引き続き，
ご利用くださるようお願い申し上げます．

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

さんわか第21回ワークショップ 
「ここまでできる！　次世代のバイオ解析技術」

高速DNAシークエンス解析技術をはじ
めとするバイオ分野におけるさまざまな解
析技術の著しい進歩は目を見張るものがあ
ります．しかしながら，これらの新規技術
を実際に使いこなすために必要な基本原理
の理解が不十分であることから，これらを
用いて具体的に何ができるのかがわからな
い，という研究者の声が多いのが実状で
す．そこで，今回のワークショップでは，
FACS，高速DNAシークエンサー，イメー
ジングアナライザーなど次世代のバイオ技

術の仕組みや使用法，さらにこれらを活用
した研究の応用事例について先生方にご講
演いただき，新規バイオ解析技術への理解
を深めるとともに今後の研究の発展に向け
た活発な議論を行いたいと考えております．
日　  時：2014年6月3日（火）13 : 00～18 : 00
場　所：野依記念学術交流会館（http://
www.rcms.nagoya-u.ac.jp/facilities/nch.
html）名古屋駅からのアクセス　地下鉄
東山線本山駅下車，名城線乗換名古屋大
学駅下車2番出口より，徒歩5分

講演者・講演企業：早稲田大学理工学術
院，竹山春子氏／名古屋大学大学院理学
研究科，鈴木孝征氏／GEヘルスケア
ジャパン株式会社／日本ベクトンディッ
キンソン株式会社
参加費：ワーショップ1,000円，技術交流
会 一般3,000円，学生1,000円
問合せ先：名古屋大学大学院生命農学研究
科　兒島孝明（さんわか幹事）
E-mail: kojimat@nuagr1.agr.nagoya-u.
ac.jp

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

創立90周年記念・化学と生物シンポジウムについて

創立90周年記念・化学と生物シンポジウムを下記要領
で開催します．詳細決定次第，学会ホームページ（http://
www.jsbba.or.jp/event/event_sympo_kasei.html）および
本誌会告に掲載します．
タイトル：私たちの健康と食品
日　程：2014年（平成26年）7月9日（水）
場　所：東京大学伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホー
ル，多目的スペース（東京都文京区本郷7‒3‒1，本郷キャ
ンパス赤門付近）

講　演：
 清水　誠（東京大学名誉教授，日本農芸化学会会長）
伏木　亨（京都大学大学院農学研究科教授）
佐藤隆一郎（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）
展　示：農芸化学技術賞受賞企業による企業活動展示
問合せ先：公益社団法人日本農芸化学会事務局
Tel. 03‒3811‒8789
E-mail: 90th-kasei40@jsbba.or.jp

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
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小学校・中学校・高等学校への出前授業募集
このたび，本会広報委員会では，小学
校・中学校・高等学校への出前授業を開始
いたします．学校関係者の皆さま，たくさ
んのご応募をお待ち申し上げます．
趣　旨：日本農芸化学会の会員（科学者や
知識人など）が，講師として小・中・高
等学校へ出向き，農芸化学（動物・植
物・微生物の生命現象，生物が生産する
物質，食品と健康などを化学的な考え方
に基づき研究する学問）にかかわる授業
を，最先端の研究内容の紹介などを含め

ながら，講義・実験・演習を通して有意
義に学びます．
授業対象：小学生・中学生・高校生，教員
の団体ほか
付帯事項：講師派遣料は本会負担（ただし
必要な備品などはご準備いただきます）
授業時間：1～2コマ授業（1コマ45分）
授業形態：クラス単位（複数クラス可）
対象地区：日本全国（北海道， 東北， 関東，
中部，近畿，中国四国，九州地区）
申込方法：申請書を郵送またはメール添付

（PDF） にてお申込みください． 申請書受
付後，本会で調整し，派遣講師と授業内
容をお知らせします．
申請書請求・問合せ先：日本農芸化学会事
務局広報係　東京都文京区弥生2‒4‒16　
学会センタービル2階  
Tel. 03‒3811‒8789  
E-mail: soumu@jsbba.or.jp
その他：申込多数の場合は個別に相談のう
え，適宜実施させていただきます．

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

会費の領収書について
会費の領収書は本会ホームページの会員
Mypage（https://jsbba.bioweb.ne.jp/
mypage/）からダウンロードできます．領

収書がご入用の方は，上記ページにログイ
ンし，ご自身の会費領収書をダウンロード
してくださいますようお願いいたします．
問合せ先：日本農芸化学会事務局会員係

東京都文京区弥生2‒4‒16　学会セン
タービル2F
Tel. 03‒5803‒9561
E-mail: kaiin@jsbba.or.jp

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
新入会・登録情報変更などの 

URLについて
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
新規入会，登録情報確認・変更のURL
は下記のとおりです．
登録情報を確認，変更される場合，会員
ID（会員番号）とパスワードが必要です．
ご登録いただきました会員データに基づ
き学会誌の発送，会費・購読料の請求を

行っておりますが，登録データは外部に漏
れることがないよう十分注意を払っており
ます．
会員登録の変更につきましては，Web 
上では変更できない個所も定めております
ので，E-mailまたはFaxでも受け付けてお
ります．
この際，登録内容をご確認いただき， 
E-mailなどご登録いただいていないようで
したら是非ご登録下さいますようご協力く

ださい．
［日本農芸化学会ホームページURL］
http://www.jsbba.or.jp/
なお，パスワードを紛失された場合は

「パスワード再発行」を行ってください． 
取得されたパスワードを独自のパスワード
に変更する場合は「パスワードの変更」で
手続きすることができます．
《事務局会員係》Tel. 03‒5803‒9561, Fax. 
03‒5803‒9562, E-mail: kaiin@jsbba.or.jp

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第306回日本農芸化学会 
西日本支部例会

期日：2014年5月23日  （金）  13 : 00～ （予定）
会場：アサヒビール福岡工場（福岡市博多
区竹下3‒1‒1）
特別講演：藤村由紀（九州大学先端融合医
療レドックスナビ研究拠点）「緑茶の機能
性を捉える低分子ケミカルセンシングに関
する研究」，郷田秀一郎（長崎大学大学院工
学研究科）「溶血性レクチンの多量体化機
構の解明」，小林元太（佐賀大学農学部生命
機能科学科）「有明海に生息する微生物に
ついて」
懇親会：夕刻より
詳細は支部ホームページ（http://www.
kyushu-u.ac.jp/jsbba-west/）にて
事務局：九州大学大学院農学研究院（角田
佳充）Tel. & Fax. 092‒642‒2854

日本農芸化学会関西支部例会 
（第484回講演会）

開催日：2014年5月24日（土）
会場：京都府立大学（京都市左京区下鴨半
木町）

プログラム：一般講演，産学交流会（講演
1. 株式会社ノエビア執行役員・グループ
総合研究開発部担当部長 鳥居宏右氏，講
演2. オーストリッチファーマ（株）代表取
締役／京都府立大学教授 塚本康浩氏），ミ
キサー
問合せ先：増村威宏（Tel. & Fax. 075‒703‒
5675［Tel. 0774‒93‒3261（生物資源研究セ
ンター）］，E-mail: masumura@kpu.ac.jp）
詳細はホームページ（http://www.kansai-
jsbba.jp/）をご覧ください．

学会創立90周年記念 
日本農芸化学会中四国支部 
第39回講演会（例会）

開催日：2014年5月31日（土）
会場：福山大学宮地茂記館（〒720‒0061 
広島県福山市丸之内1丁目2‒40，JR福山駅
北口正面）
プログラム：シンポジウム『科学に挑む！　
中四国の女性研究者』，一般講演
シンポジスト：後藤奈美（酒類総合研究
所），島村智子（高知大・農）土屋英子（広
島大院・先端物質科学），水田啓子（広島大
院・生物圏科学）
参加費：無料
懇親会：JR福山駅近くにて，会費4,500円
（予定）
講演申込締切：2014年5月2日（金）

講演要旨締切：2014年5月9日（金）
講演申込・講演要旨提出先専用アドレス：
jsbba2@net-s.ne.jp
世話人・問合せ先：福山大学生命工学部生
物工学科　岩本博行
Tel. 084‒936‒2112（ex 4045）
Fax. 084‒936‒2023
E-mail: iwamoto@fubac.fukuyama-u.ac.jp
なお詳細は支部ホームページ（http://
jsbba-cs.jp/）をご覧ください．

第51回化学関連支部合同 
九州大会研究発表募集

共催：繊維学会西部支部ほか7化学関連支
部
期日：2014年6月28日（土）
会場：北九州国際会議場（北九州市小倉北
区浅野3‒9‒30）
発表申込期間：2014年3月10日（月）～28
日（金）
予稿原稿締切：2014年5月9日（金）
申し込み方法，予稿原稿の執筆要領および
プログラムの詳細は今後，大会ホームペー
ジ（http://www.godo-kyushu.jp）で公開し
ます．

会
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