
理 事 会

 会誌編集委員会 〔委員長〕窪田  好浩 (横浜国立大) 〔幹事(長)〕吉田  寿雄 (京都大) 〔幹　事〕伊田進太郎 (九州大)

久保田岳志 (島根大) 関根　　泰 (早稲田大) 松本　太輝 (宇都宮大)

満留　敬人 (大阪大) 山口  有朋 (産総研)

〔委　員〕市川真一郎 (三井化学) 井上　朋也 (産総研) 岡田  光弘 (住友化学)

沖田　充司 (日揮) 荻野    勲 (北海道大) 川上  公徳 (三菱化学)

黒川  秀樹 (埼玉大) 小林　広和 (北海道大) 小山    裕 (ダイセル)

仙頭    準 (日本触媒) 富永  健一 (産総研) 橋本  康嗣 (JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ)

細木　康弘 (昭和電工ｾﾗﾐｯｸｽ) 増井　洋一 (東京大) 室山　広樹 (京都大)

山口　　渉 (東京工業大)

討論会委員会 〔委員長〕山中　一郎 (東京工業大) 〔幹　事〕寺村謙太郎 (京都大) 〔委　員〕今井　裕之 (北九州市大)

奥村　　和 (工学院大) 北野　政明 (東京工業大) 新庄　博文 (豊田中研)

多湖　輝興 (東京工業大) 中川　善直 (東北大) 中山　　哲 (北海道大)

新城　　亮 (三井化学) 根本　耕司 (産総研) 山本　　孝 (徳島大学)

企画・教育委員会 〔委員長〕尾中　　篤 (東京大) 〔幹　事〕大谷内　健 (三菱レイヨン) 片田　直伸 (鳥取大)

〔委　員〕伊藤　宏行 (ｴﾇ・ｲｰ ｹﾑｷｬｯﾄ) 定金　正洋 (広島大) 竹口　竜弥 (岩手大)

長谷川淳也 (北海道大) 古川　森也 (東京工業大) 松橋　博美 (北海道教育大)

森　　浩亮 (大阪大)

国際交流委員会 〔委員長〕山下　弘巳 〔委　員〕上田　　渉 (神奈川大) 江口　浩一 (京都大)

薩摩　　篤 (名古屋大) 辰巳　　敬 (東京工業大) 田中　庸裕 (京都大)

堂免　一成 (東京大) 野村  琴広 (首都大東京) 福岡　　淳 (北海道大)

松橋　博美 (北海道教育大) 村松　淳司 (東北大) 室井　髙城 (アイシーラボ)

出版委員会 〔委員長〕尾中　　篤 (東京大) 〔幹　事〕蔵本　正彦 (出光興産(非常勤)) 〔委　員〕窪田  好浩 (横浜国立大)

渡部　恭吉 (本会常務理事)

「触媒技術の動向と展望2015」出版実行委員会

〔委員長〕蔵本　正彦 (出光興産(非常勤)) 〔委　員〕海野  哲也 (田中貴金属) 大竹　正之 (三菱化学ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ)

齋藤  明良 (花王) 近松  伸康 (日揮) 千代田範人 (コスモ石油)

寺村謙太郎 (京都大) 野々口真則 (日本触媒) 増井  洋一 (東京大)

経営・予算委員会 〔委員長〕松久　敏雄 (ｸﾗﾘｱﾝﾄ触媒) 〔幹　事〕大塚　浩文 (大阪ガス) 佐藤　智司 (千葉大)

〔委　員〕池永  直樹 (関西大) 石原  達己 (九州大) 井上  朋也 (産総研)

菅野  周一 (日立製作所) 原田　　亮 (国際石油開発帝石) 松方　正彦 (早稲田大)

皆川  秀紀 (産総研) 渡部　恭吉 (本会常務理事)

広報委員会 〔委員長〕石原  達己 (九州大) 〔幹　事〕横井  俊之 (東京工業大) 〔副幹事〕高垣　　敦 (東京大)

〔委　員〕秋田  知樹 (産総研) 神田  康晴 (室蘭工業大) 久保田岳志 (島根大)

小林  広和 (北海道大) 中山　　哲 (北海道大) 古川  森也 (東京工業大)

渡部　恭吉 (本会常務理事)

〔支部長〕村松　淳司 (東北大) 〔幹　事〕青島　敬之 (三菱化学) 伊藤　宏行 (ｴﾇ・ｲｰ ｹﾑｷｬｯﾄ)

稲垣　怜史 (横浜国立大) 岩本　伸司 (群馬大) 加藤　高明 (旭化成ケミカルズ) 木村　　洋 (コスモ石油)

佐藤　文哉 (愛媛大) 社本　　潤 (出光興産) 宍戸　哲也 (首都大学東京) 関根　　泰 (早稲田大)

高垣　　敦 (東京大) 中村　潤児 (筑波大) 花木　保成 (日産自動車) 林　　利生 (三井化学)

原　　孝佳 (千葉大) 福原　長寿 (静岡大) 古澤　　毅 (宇都宮大) 本田　正義 (中央大)

松下　康一 (JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ) 宮路　淳幸 (昭和電工) 武藤　昭博 (千代田化工) 本倉　　健 (東京工業大)

横井　俊之 (東京工業大)

〔支部長〕田中　庸裕 (京都大) 〔幹　事〕淺川　哲夫 (東ソー) 阿部　　竜 (京都大)

天野　史章 (北九州市大) 伊藤　貢悦 (三菱化学) 大高　　敦 (大阪工業大) 太田　英俊 (愛媛大)

古南　　博 (近畿大) 定金　正洋 (広島大) 薩摩  　篤 (名古屋大) 佐野　秀明 (長崎大)

清水　康博 (長崎大) 白石　康浩 (大阪大) 實川浩一郎 (大阪大) 多井　　豊 (産総研)

高橋　直樹 (豊田中研) 高橋　亮治 (愛媛大) 竹内　雅人 (大阪府立大) 竹中　　壮 (九州大)

田邉　秀二 (長崎大) 寺村謙太郎 (京都大) 徳永　　信 (九州大) 中越　　修 (長崎大)

西山　憲和 (大阪大) 羽田　政明 (名古屋工業大) 古川　博志 (長崎大) 細川　三郎 (京都大)

堀内　　悠 (大阪府立大) 水嶋　生智 (豊橋技科大) 満留　敬人 (大阪大) 森口　　勇 (長崎大)

森　　健治 (ﾏｲｸﾛﾄﾗｯｸ･ﾍﾞﾙ) 森　　浩亮 (大阪大) 八尋　秀典 (愛媛大) 山浦　弘之 (愛媛大)

山口　修平 (愛媛大) 山本　祥史 (宇部興産) 吉田　朋子 (大阪市立大)

北海道支部幹事 〔支部長〕松橋　博美 (北海道教育大) 〔幹　事〕岩佐　信弘 (北海道大) 神谷　裕一 (北海道大)
神田　康晴 (室蘭工業大) 坂上　寛敏 (北見工業大) 清水　研一 (北海道大) 中村　秀夫 (北海道教育大)
長谷川淳也 (北海道大) 皆川　秀紀 (産総研) 村越　　敬 (北海道大)

一般社団法人触媒学会平成27年度理事会構成員、各委員会委員および支部幹事

〔会　長〕永原　　肇 〔副会長〕尾中　　篤、松久　敏雄 〔常務理事〕渡部　恭吉　

〔理　事〕石原  達己、大塚　浩文、大谷内  健、片田　直伸、窪田  好浩、蔵本　正彦、

　 　　　 佐藤　智司、田中　庸裕、松橋　博美、村松　淳司、山下　弘巳、山中　一郎

東日本支部幹事

西日本支部幹事


