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会務報告 Reports of the JSL Activities
選挙結果
Results of the Elections, 2019 / by NAKASHIMA Hiroyuki

１．会長選挙結果の報告

2019 年 9 月 30 日

「役員等の選出についての細則」に基づき，坂田歩

>>>>>>> 中嶌 裕之：庶務幹事
選挙管理委員会：坂田歩美委員長，木下靖浩委員
立会人：泉宏子氏，東あずさ氏

美選挙管理委員長のもと行われました．
会長候補者（８月末日推薦締切）は，評議員会から
の推薦者

原田浩氏（千葉県博）お１人でしたので，

信任投票（9 月 28 日締切）を行いました．
9 月 29 日，開票作業を行い，得票数の集計が厳正
に行われ，下記の結果となり，原田浩氏が次期会長に
選出されました．
投票総数：61 票

２．次期役員の指名

2019 年 9 月 30 日

原田次期会長により，次期役員が下記のように指名
されました（敬称略）．
庶務幹事：中嶌裕之
会計幹事：川上寛子（任期が 2019 年から 2020
年のため変更なし）
編集委員長：小峰正史

信任：61 票
不信任：0 票
無効：0 票

３．評議員選挙結果の報告

2019 年 12 月 29 日

国内在住通常会員（次期役員を除く）を対象とし，
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選挙（11 月 22 日締切）を行い，11 月 23 日に，選

得票数の集計が厳正に行われ，得票数の上位５名を

挙管理委員会 (坂田歩美委員長，木下靖浩委員)による

候補者とし，その内承諾の得られた 4 名が，次期評議

開票作業が，原田浩会長，泉宏子氏の立ち会いのもと

員として決まりました．新評議員の互選により，最多

行われました．開票結果は以下のとおりでした（敬称

得票の木下靖浩氏が新議長に決定された後，地区の偏

略）．

りを是正する目的で 2 名が指名され，その内承諾の得

投票用紙：34 枚，有効票数：170 票

られた河崎衣美氏が追加評議員に決まりました．さら

木下靖浩：24 票

にこの 5 名による新評議員会にて，坂田歩美氏と高取

坂田歩美：18 票

（木下）薫氏の２名が新監事に決まりました（下記参

坂東誠：15 票

照）．

原光二郎：14 票

新評議員（敬称略）

高取（木下）薫：12 票

木下靖浩（議長）

小杉真貴子：9 票

坂田歩美（監事）

安斉唯夫：7 票

原光二郎

竹仲由希子：6 票

高取（木下）薫（監事）

綿貫攻：6 票

河崎衣美（追加）

河崎衣美：5 票
坂井広人：4 票
坪田博美：4 票
宮脇博巳：4 票
（得票数３票以下は省略）

会員通信 From Members
大阪市立自然史博物館での地衣類研究活動の紹介
Lichen research activities at the Osaka Museum of Natural History / by BANDO Makoto

>>>>>>> 坂東 誠：大阪市立自然史博物館 外来研究員

現在，大阪市立自然史博物館（以下，単に博物館と

本職等の合間に博物館で，山本氏の指導・助言などを

称する）では，私のほか，山本好和氏（秋田県立大学

受けながら，博物館から実体顕微鏡や生物顕微鏡など

名誉教授），高萩敏和氏（八尾市）らが外来研究員と

を借りて京都府京都市右京区嵯峨清滝地区などで採集

して地衣類の研究活動を行っています．主な研究内容

した地衣類の同定作業などを行っています．そのほか

は地衣類相調査であり，特に山本氏は日本各地で採集

博物館においては，山本氏が不定期に地衣類の相談会

した地衣類を博物館に持ち込んで同定する作業などを

を開くなどの活動をしています．

行っています．私の場合，頻繁にとはいきませんが，
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博物館には顕微鏡のほか，様々な機器・器具類など

があり，外来研究員はその多くを借りることができる

ルマイクロスコープを借りてウメノキゴケ地衣体の藻

ことから，博物館での地衣類研究活動は，たいへん有

類層厚等を調べる研究などを行ったように，今後は地

意義なものとなっており，かつて私が博物館でデジタ

衣類相調査以外の研究も博物館で行われるものと思わ
れます（実際，その計画があるようです）．
以上が博物館での地衣類研究活動の概況ですが，博
物館における地衣類研究活動は，博物館植物研究室の
学芸課長代理 佐久間大輔氏の支援・協力のもと行わせ
ていただいていることを，最後に付するとともに，お
礼申し上げます．

図１. 大阪市立自然史博物館．

お知らせ News and Announcements
ニュースレター編集委員会からのお知らせ
From Editorial Board of the JSL Newsletter / by BANDO Makoto

>>>>>>> 坂東 誠：ニュースレター編集委員長

新ニュースレター編集委員のお知らせ
2020 年より，田中慶太氏（長崎市立長崎中学校）
がニュースレター編集委員に加わりました．今号より，

古学研究所），田中慶太（長崎市立長崎中学校）の新
体制で編集にあたります．皆様，どうぞよろしくお願
いいたします．

坂東誠（大阪府池田市），河崎衣美（奈良県立橿原考
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