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         【会長就任挨拶】 

日本電気泳動学会会員皆様 

 新年度を迎え、皆様には益々ご清栄のことと拝察いたします。 

 ４月１日から会長に就任しました平野です。本会は、会員数の減少、財政悪

化などにより、運営が極めて難しい状態にあります。学会の再生が緊急の課題

になっています。そのため、私の任務は、会員減少に歯止めをかけ、財政を健

全化し、若い世代に本学会を受け渡すことであると考えています。 

 学会再生のためには、相当な改革が必要です。そこで、４月はじめに、今年

の学会運営方針案を作成し、理事会で議論していただきました。現在、ご意見

を集約しているところです。理事会で承認が得られれば、方針に従い、学会の

改革を進めたいと考えています。理事会での議論の対象になっているのは下記

の事項です。 

1．会員増を目指した会員制度の改善 

   会員を正会員、準会員、メール会員、企業会員の４種類にする。 

２．会員管理の正常化（データベースの作成） 

３．評議員会の役割 

４．児玉賞、奨励賞の「賞金」の廃止、奨励賞の選考方法の変更 

５．平井賞資金の調達 

６．生物物理化学誌の発行、名称の変更 

７．学会通信（電子メール）の発行 

８．総会の開催方法 

９．特定の研究分野に偏らない、バランスのとれた学会運営 

 議論の結果については、会員の皆様に【日本電気泳動学会電子メール通信】

でお知らせし、必要な場合には皆様のご意見をお伺いしたいと思います。 

 ４月からの学会役員は下記の通りです。会員の皆様と共に学会再生のため、

力を尽くしたいと思います。なにとぞよろしくお願い申し上げます。 平野 久 

 



   平成 26・27年度 日本電気泳動学会役員および委員会委員 

 

顧問委員会（会長、編集委員長経験者から選出）（*委員長） 

       戸田 年総*  中村 和行  前川 真人  志村 清仁  

会  長**  平野  久 

副 会 長**  大石 正道  近藤  格 

総務担当**  藤田 清貴   森山 隆則  

編集担当**  近藤  格   木下 英司  

事 務 局**  木村 弥生（協力委員）(**常務理事会メンバー） 

監  事   本庄 利男  酒井 伸枝    

理  事      飯島 史朗  伊東 文生  大石 正道  梶原 英之     

       木下 英司  藏滿 保宏  金森きよ子  近藤  格 

       志村 清仁  戸田 年総  中西 豊文  中村 和行  

       平野  久  藤田 清貴  舩渡 忠男  前川 真人   

       森山 隆則  

評 議 員    飯島 史朗  伊東 文生  今井 浩三  大石 正道 

       梶原 英之   金森きよ子  狩野 有作  木下 英司 

       久保田 亮  藏滿 保宏  栗原由利子  近藤  格 

     島崎 洋次   志村 清仁   鈴木  潤  武川 睦寛         

    田中 経彦   田渕 眞理  戸田 年総  長坂 祐二           

       中島 好夫    中西 豊文    中村 和行  中山 亜紀 

       平野  久  藤田 清貴  舩渡 忠男  星野  忠    

       前川 真人  松下 誠   水口  清  森山 隆則   

       安井  寛    

 

委 員 会  

 ○ 日本電気泳動学会児玉賞選考委員会（委員長 中村 和行） 

 ○ 日本電気泳動学会国際交流奨励賞選考委員会（委員長 伊東 文生） 

 ○ 日本電気泳動学会国際学術賞平井賞選考委員会（委員長 平野 久） 

 ○ 編集委員会（委員長 近藤 格 副委員長 木下 英司） 

 

   代表編集委員 大石 正道 志村 清仁 武川 睦寛 戸田 年総  



                    平野  久 中西 豊文 藤田 清貴 森山 隆則            

   編 集 委 員  飯島 史朗 伊東 文生 梶原 英之 狩野 有作 

          藏満 保宏 菰田 二一 芝 紀代子 鈴木  潤  

          田中 経彦 塚田  裕 中島 好夫 中村 和行  

          舩渡 忠男 真鍋  敬    

 ○ 広報委員会（委員長 戸田 年総 副委員長 志村 清仁）   

   広 報 委 員  大石 正道 梶原 英之 金森きよ子 木下 英司  

            近藤   格 中山 亜紀 本庄 利男 

              （協力委員 森澤 拓） 

 ○ あり方委員会（委員長 藤田 清貴 副委員長 木下 英司） 

     委 員  飯島 史朗 藏満 保宏 戸田 年総 中村 和行   

          中山 亜紀 平野   久 森山 隆則    

              （協力委員 菅野 光俊） 

 

 

【日本電気泳動学会電子メール通信】は、日本電気泳動学会会員の皆様に配信しています。【日

本電気泳動学会電子メール通信】に対するご意見をメールにてお寄せ下さい。ご意見を【日本

電気泳動学会電子メール通信】に掲載希望の場合はその旨お知らせ下さい。【アドレス変更/配

信中止】【ご質問・お問い合わせ】は、日本電気泳動学会事務局（secretariat@jes1950.jp）宛

お願いいたします。	 

 


