
1

２００６年通常総会における承認事項

　　　　２００６年通常総会は，去る５月１１日（木）午後１時２０分より，化学会 において開催された。出席者５９６名（委任

状提出５３８名を含む），西成勝好会 が議 となり，以下の議案についてそれぞれ審議し，いずれも満場一致異議なく原案

を可決承認した．

議案：１．議事 署名人選任に関する件

　　　　　　２．２００５年度事業報告および収支決算報告

　　　　　３．２００６年度事業 画および収支予算

　　　　　　４．事業 画および収支予算（案)の承認に関する件
　　　　　　５．その他

          

議案１．議事 署名人選任に関する件

　　　　　当日、西成議 が出席正会員の中から、瀧川敏算、渡辺　宏両氏を選出した。 　　

議案２．２００５年度事業報告および収支決算報告

        １．２００５年度事業報告
  　　　（１）年会及び集会

 1)  社団法人日本レオロジー学会 立総会                   ２００５年５月１２日   　　　　        （京 市)
2)  講習会：第４回技術としての分散系レオロジー  　　     ２００５年６月３日  　　　　 　        （東京 )
3)　社団法人日本レオロジー学会記念式典  　　  　　　 　  ２００５年１０月７日                   （京 市)
4)　第５３回レオロジー討論会                             ２００５年１１月２８日~３０日         （豊橋市)
5)  第４回 品レオロジー講習会                           ２００５年１２月２日，３日             （大 市)
6)  第２５回レオロジー講座　̶基礎と測定法  ̶     　　 　 ２００５年１２月８日，９日             （東京 )
7)  日本学術会議第４９回材料研究連合講演会（共催)        ２００５年９月１５日，１６日           （京 市)
8)  第７回レオロジー・フォーラム（共催)                  ２００５年１１月３０日 　　　　　　    （豊橋市)
9)  日本学術会議第５５回理論応用力学講演会（共催)　      ２００６年１月２４日~２６日　　　 　  （京 市)

　 10)  プラスチック成形加工学会第８４回講演会（協賛)        ２００５年５月１３日                   （東京 )
11) 第１１４回ゴム技術シンポジウム（協賛)                ２００５年６月１４日 　　　  (東京 )
12)　第１１５回ゴム技術シンポジウム（協賛)                ２００５年７月１日 　　　  （東京 )

           13)  オルガノテクノ２００５（協賛)                        ２００５年７月４日~６日  　　　　　　 （東京 )
14) 第４４回色材工学夏期ゼミナール（協賛)                ２００５年７月７日，８日  　 （岡崎市)
15) プラスチック成形加工学会公開セミナー（協賛)          ２００５年７月８日，９日 　 （東京 )
16) 第５回成形加工実 講座（協賛)                        ２００５年７月２１日 （東京 )

　　　　　 17)  第９回コロイド・界面技術者ファーラム（協賛)　　　　  ２００５年７月２１日，２２日  　　　　 （野田市)
18) 分子材料の耐久性評価に関する講習会（協賛)　　　　  ２００５年７月２２日　　 　 　　　　　 （東京 )
19)  第１１６回ゴム技術シンポジウム（協賛)              　２００５年８月１９日                    (東京 )
20) 第３５回初心者のための有限要素法講習会 第1 （協賛) ２００５年７月２７日，２９日           （京 市)
21) 第３５回初心者のための有限要素法講習会 第２ （協賛) ２００５年８月２４日，２５日           （京 市)
22)  プラスチック成形加工学会第８５回講演会（協賛)        ２００５年９月１日                 （東京 )
23) プラスチック成形加工学会第８６回講演会（協賛)        ２００５年９月１６日　　　　　　　　　 （東京 )
24)  第５８回コロイド界面化学討論会（協賛)      　　      ２００５年９月８日~１０日　　　　　 （宇 宮市)
25) 講習会「ゴムの力学入 コース２００５（関東)」（協賛)  ２００５年９月９日　　　　　　　　　　 （東京 )
26) 第３回初心者のための疲労 講習会（協賛)            ２００５年９月１３日，１４日           （東京 )
27) 第１１８回ゴム技術シンポジウム（協賛)                ２００５年１０月６日                   （東京 )
28)  可視化情報学会全国講演会（協賛)   　　　　　　   　  ２００５年１０月３１日，１１月１日     （新潟市)
29) 第１７回 分子基礎物性研究会講座（協賛)　　　　　　  ２００５年１０月１９日，２０日         （東京 )
30) ２００５年国際ゴム技術会議(IRC 2005 YOKOHAMA)（協賛) ２００５年１０月２４日~２８日 （東京 )

           31)  プラスチック成形加工学会第８７回講演会（協賛)        ２００５年１０月２６日 （東京 )
32)  ＳＰＥ日本支 オープンセミナー２００５（協賛)        ２００５年１１月８日　  　 　　　　　  （東京 )
33) 第１１回成形加工秋季セミナー（協賛)　                ２００５年１１月１１日                 （芦屋市)

           34) 第１４回ポリマー材料フォーラム（協賛)                ２００５年１１月１５日，１６日 　　    （東京 )
35) 講習会「ゴムの力学入 コース２００５（関西)」（協賛) ２００５年１１月１８日                  （大 市)
36) 第２５回疲労講座「疲労の基礎と応用」（協賛)          ２００５年１１月１７日     　　   　  （名古屋市)

          37)  第５６回塑性加工連合講演会（協賛)                   ２００５年１１月１８日~２０日  （ 覇市・中頭郡)
38)  日本学術会議第１２回界面シンポジウム（協賛)         ２００５年１１月２４日　             　 （東京 )
39) 第１３回プラスチック成形加工学会秋季大会（協賛)     ２００５年１１月２４日，２５日    　    （仙台市)   
40) 第１１９回ゴム技術シンポジウム（協賛)               ２００５年１２月７日          　        （東京 )
41)  Eco Dwsign 2005 国際シンポジウム（協賛)　      　   ２００５年１２月１２日~１４日 　       （東京 )
42)  算力学技術者認定 験および付帯講習会（協賛)       ２００５年１２月１７日，１８日　　　　　（各地区)
43) 第１７回 分子ゲル研究討論会（協賛)                 ２００６年１月１８日，１９日            （東京 )
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44) プラスチック成形加工学会第８８回講演会（協賛)       ２００６年１月２６日                 　 （東京 )
45) 平成１７年度東海シンポジウム（協賛)                 ２００６年１月２６日，２７日    　　  （名古屋市)
46)  第１２０回ゴム技術シンポジウム（協賛)               ２００６年１月２０日　                  （東京 )
47)  第１２１回ゴム技術シンポジウム（協賛)               ２００６年２月２日　                    （東京 )
48)  日本繊維機械学会第１２回春季セミナー（協賛)         ２００６年３月２日 　    　    　　   　（京 市)
49) 第１２２回ゴム技術シンポジウム（協賛)  　           ２００６年３月６日                      （東京 )
50)  プラスチック成形加工学会第８９回講演会（協賛)       ２００６年３月９日　　　                （東京 )
51) 第２１回塗料・塗装研究発表会（協賛)                 ２００６年３月１０日                  （武蔵野市)
52) 第３５回ＦＲＰシンポジウム（協賛)                   ２００６年３月１６日，１７日   　　　 （京田辺市)
53) 神奈川科学技術アカデミー教育講座（後援) 　          ２００５年１０月７日~２８日　　　　　  （川崎市)
54) 第６回ＧＳＣシンポジウム（後援)                     ２００６年３月７日，８日　              （東京 )

          
　　　　（２）理事会及び常置委員会

1) 理事会 　　　　　　　　　　　　第１回　　　２００５年１１月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２回　　　２００５年１２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３回　　　２００６年１月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４回　　　２００６年３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第５回　　　２００６年５月１１日

　　　　　　2) 編集委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　３回開催

　　　　　　3) レオロジーデータ・ハンドブック編集委員会　　２回開催

　　　　　　4) 受 候補者推薦委員会　　　　　　　　　　　　２回開催

　　　　　　5) 受 候補者選考委員会　　　　　　　　　　　　２回開催

　　　　　　6) 論文 選考委員会　　　　　　　　　　　　　　２回開催

　　　　

（３）表彰

1) 功績 ，学会 ，技術 ，奨励 及び論文 贈呈

　　　　　　　 　功績 　増子　　徹君　　構造を形成する粒子分散系の流動挙動の研究とレオロジーの普及に関する功績

　　　　　　　 　学会 　小山　清人君　　 分子液体のレオロジー制御と成形加工性に関する研究

　　　　　 　　奨励 　増渕　雄一君　　からみあい 分子のダイナミックスの多体シミュレーションに関する研究

奨励 　山本　剛宏君　　複 な流れ場における粘弾性流体の 定常流動メカニズムの数値シミュレーションお

よび実験による 析

　　　　　　　 　論文 　柏原　久彦君　　分散相粘度が結晶化によって変化するポリマーブレンドの動的粘弾性

　　（会誌 32巻4号 pp.215-219, 2004)
　　　　　　 　　論文 　印出井　努君　　Theory of Transient Polymer Networks Crosslinked by Two Different Associative

Groups（会誌 32巻5号 pp.285-293, 2004)
　　　　　 2) Best Presentation 贈呈

　　　　　　　　小笠原　 君　　物理架橋および化学架橋したポリビニルアルコールゲルの二 伸 特性

　　　　　　　　小野　 介君　　双性イオン基を有する界面活性剤水溶液の誘 緩和挙動

　　　　　　　 立石　洋平君　　 薄膜 分子にラベルしたアゾベンゼンの光異性化と分子運動特性
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（４）支 ，研究会による事業

東日本支

　　　　　　　 1) 第１０回関東地区修士論文発表会 　２００６年３月１０日 　　　　　　　 （東京 )

　中 支

2) 東海化学工業会セミナー（共催)　　　　　　　 　２００５年１１月８日　　　　　　　 　 （名古屋

市)

　　　　　　西日本支

　　　　　　　 3) 第２４回関西地区修士発表会 ２００６年３月６日 　 　 　　　 　 (神戸市)

材料レオロジー研究会

1) 材料レオロジー研究会第１７回セミナー ２００５年９月２７日 　 （春日市)

2) 材料レオロジー研究会第１８回セミナー ２００６年３月１７日 （春日市)

関東地区レオロジー研究会

　 3) 第４５回関東地区レオロジー研究会例会 ２００５年９月６日　　　　　　　　　　　 　 （東京 )

4) 第１０回関東地区修士論文発表会 ２００６年３月１０日 　 （東京 )

分子加工技術研究会

5) 分子加工技術研究会第５８回例会　 ２００５年６月１７日 （名古屋市)

6) 分子加工技術研究会第５９回例会 ２００５年９月９日　 　（京 市)

7) 第１７回 分子加工技術討論会　 ２００５年１０月２４日，２５日 （名古屋市)

8) 分子加工技術研究会第６０回例会 ２００６年３月１０日 （東京 )

分散系及び界面物性研究会

9) 分散系及び界面物性研究会第３４回例会 ２００５年１０月２１日 （生駒市)

エレクトロレオロジー研究会

10) エレクトロレオロジー研究会第２５回例会 ２００５年１２月９日 （東京 )

関西レオロジー研究会

11) 関西レオロジー研究会第４８回例会 ２００５年７月８日 （大津市)

12) 関西レオロジー研究会第４９回例会 ２００５年１１月２７日 　 （豊橋市)

13) 第２４回関西地区修士発表会 ２００６年３月６日 　 (神戸市)

（５）出版物

1) 日本レオロジー学会誌　第３３巻４号~３４巻１号 　　　　　　　３回発行

2) 第５３回レオロジー討論会講演要旨集　 　　 １回発行

3) 第７回レオロジー・フォーラム要旨　　　　　　　　　　　　　 　　 １回発行

4) 第４回 品レオロジー講習会　テキスト　　　　　　　　　　　　　　１回発行

　　　　　　 5) レオロジーデータ　ハンドブック　　　　　　　　　　　　　　　　　新刊（丸善)

（６）会員

　　　　　　　

賛助会員 公共会員 正会員 名誉会員 学生会員

2005年10月4日現在 ４７件５４口 　　１３ １０７５ 　　１０ 　　３８

入会 　　　　　０ 　　　０ 　　　２ ０ 　　　７

増口 　　　　　０ 　　　０ 　　̶ 　　̶ 　　̶

退会 　　　　　０ 　　　０ 　　　０ 　　　０ 　　　１

2005年10月5日
　　　~

2006年3月31日
減口 　　　　　０ 　　　０ 　　̶ 　　̶ 　　̶

2006年3月31日現在 ４７件５４口 　　１３ １０７７ 　　１０ 　　４４
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２．２００５年度収支決算報告

2005年度（2005年10月5日~2006年3月31日)会Ầ収支Ầ算書 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位 円)

科　　　　目 17年度予算（円) 決　　算（円) 備　　　　考

　
（平成17年10月5日
~平成18年3月31)

（平成17年10月5日
~平成18年3月20)

増　　減（円)

　

Ⅰ．収入の 　 　 　 　
　１．基本財産運用収入 20,000 863 △19,137 　

　２．会費収入 0 0 0 　
　　　　正会員会費収入 0 0 0
　　　　学生会員会費収入 0 0 0
　　　　公共会員会費収入 0 0 0
　　　　賛助会員会費収入 0 0 0

　３．事業収入 10,100,000 7,345,375 △2,754,625 　
　　　　社団法人 立祝賀会参加費収入 600,000 420,000 △180,000 　

　　　　年会参加費収入 0 0 0
　　　　討論会参加費収入 3,600,000 3,884,375 284,375 　

　　　　講座参加費収入 2,400,000 1,420,000 △980,000 　

　　　　講習会参加費収入 2,500,000 1,370,000 △1,130,000 　
　　　　支 事業研究会参加費収入 1,000,000 251,000 △749,000 　

　４．会誌等発行収入 1,560,000 1,915,103 355,103 　
　　　　会誌広告収入 1,100,000 864,680 △235,320 　
　　　　会誌別刷収入 360,000 320,423 △39,577 　
　　　　会誌購読収入 100,000 730,000 630,000 　

　５．受託研究管理費収入 0 147,620 147,620 　

　６．収入 130,000 75,162 △54,838 　

　７．基本財産収入 20,000,000 20,000,000 0 任意団体日本レオロジー学会からの寄付

　８．寄付金収入 22,929,103 15,998,893 △6,930,210 任意団体日本レオロジー学会からの寄付

　当期収入合Ầ 54,739,103 45,483,016 △9,256,087 　

　前期繰ү収支差額 　0 0 0 　

　収　入　合　Ầ 54,739,103 45,483,016 △9,256,087
 
Ⅱ．支出の 　 　 　

　１．事業費 12,050,000 8,886,960 △3,163,040 　
　　　　年会開催費 0 0 0 　
　　　　社団法人 立祝賀会開催費 1,300,000 1,176,505 △123,495 　
　　　　討論会開催費 2,100,000 2,338,431 238,431
　　　　フォーラム開催費 50,000 40,475 △9,525 　
　　　　講座開催費 1,400,000 774,311 △625,689 　
　　　　講習会開催費 1,400,000 797,276 △602,724 　
　　　　支 事業研究会開催費 1,000,000 100,000 △900,000 　
　　　　表彰経費 200,000 0 △200,000 　
　　　　会誌発行費 4,000,000 3,558,962 △441,038 　刊行費・別刷費・編集費・発送費
　　　　事業関連委員会開催費 320,000 51,000 △269,000 　
　　　　研究会開催費 280,000 50,000 △230,000 　

　２．管理費 7,270,000 5,926,333 △1,343,667 　
　　　　役員報◕ 330,000 200,000 △130,000  
　　　　給与手当 3,300,000 2,542,275 △757,725  職員2名分
　　　　通勤手当 240,000 245,080 5,080  常務理事、職員２名分
　　　　福利厚生費 490,000 312,979 △177,021  
　　　　理事会経費 200,000 1,430 △198,570 　

　　　　 子・広報委員会経費 70,000 50,000 △20,000 　

　　　　旅費交通費 360,000 346,195 △13,805  理事会、選考委員会他
　　　　賃借料 1,070,000 803,880 △266,120 　
　　　　空調・光熱費 150,000 138,781 △11,219 　
　　　　通信運搬費 360,000 313,680 △46,320 　
　　　　消耗品費，費 600,000 888,033 288,033 　
　　　　会Ầ監査費 100,000 84,000 △16,000 　

　３．固定資産取得支出 200,000 0 △200,000

４．特定預金支出 33,600,000 29,417,753  △4,182,247
　　　　基本財産積立金
　　　　学会 基金積立金
　　　　国際集会基金繰入金
　　　　退職給与引当預金
　　　　委託研究仮受金充当額
　　　　権利金、備品等充当額

20,000,000
4,500,000
4,600,000
4,500,000

0
0

20,000,000
0
0

4,369,600
3,832,553
1,215,600

0
△4,500,000
△4,600,000
△130,400
3,832,553
1,215,600

　５．予備費 619,103 0 △619,103

　当期支出合Ầ 53,739,103 44,231,046 △9,508,057 　

　当期収支差額 1,000,000 1,251,970 251,970 　

　次期繰ү収支差額 1,000,000 1,251,970 251,970 　

　支　出　合　Ầ 54,739,103 45,483,016 △9,256,087 　

本決算および財産目 は４月１７日、吉田、 川、橋本各監事による監査を終了したものである。
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正味財産増減Ầ算書

（２００５年１０月５日~２００６年３月３１日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円)

　　科　　　　　目 金　　　　　　額

 　　　      

20,000,000
15,998,893

7,345,375
2,138,748

    102,668

0

35,998,893

9,484,123

102,668

0

0

8,886,960

　　　　5,926,333

4,369,600

3,832,553

0

8,886,960

5,926,333

4,369,600

3,832,553

　　　　　  

45,585,684

23,015,446

22,570,238

　　　　　　　　　　　　0

Ⅰ　増加の

【資産増加額】

　　　寄付金収入

　　　　基本財産積立金

      　寄付金
　    

事業等収入

　　　　事業収入

        その他の収入
　　  　　　

備品購入額
         

【資産減少額】
  　
　　　増 加 額 の 合

Ⅱ　減少の

【資産減少額】

【負債増加額】

　　事業費
　　

管理費

    退職給与引当金増加額

    委託研究仮受金増加額

　　  減 少 額 の 合

   当期正味財産増加額

　 前期繰 正味財産額

   当期末正味財産合 額

 

  　　　　　　 22.570,238
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貸 借 対 照 表

（２００６年３月３１日現在)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　（単位：円)

科　　　　　　目 金　　　　　　額

10,084,123

25,687,868

35,771,991

8,832,153

4,369,600

13,201,753

Ⅰ．資産の
　１．流動資産

　　　　現金　現金手元有

　　　　 便振替貯金

　　　　普通預金（みずほ 行百万遍支店)

　　　　普通預金（三菱東京UFJ 行出町支店)

　　　　普通預金（三井住友 行京 支店)

　　　　普通預金（三菱東京UFJ 行京 支店)

　　　 普通預金（三菱東京UFJ 行出町支店)

　　　

　　　流　動　資　産　合　

２．固定資産

　　　　基本財産

　　　　　基本財産準備積立預金（三井住友 行京 支店定期預金)

　　　　　基本財産準備積立預金（三菱東京UFJ 行京 支店定期預金)

　　　　　　基　本　財　産

その他の固定資産

　　　　　退職給与積立預金（三菱東京UFJ 行出町支店定期預金) 　　　　　

KRP権利金（床面積　37.32㎡　無期借用)

　　　　　什器・備品（パソコン・ワープロ他)

　　　　　　その他の固定資産

　　　固　定　資　産　合　

資 産 合

Ⅱ．負債の
　１．流動負債

　　　　前受け会費

　　　　委託研究仮受金

流　動　負　債　合　

　２．固定負債

退職給与引当金

　　　固　定　負　債　合　

負 債 合

Ⅲ．正味財産の
　１．正 味 財 産

　　　　（うち基本金)

（次期繰 収支差額)

負債及び正味財産合

589

3,520,254

2,249,705

57,820

206,332

　　　　154,270

3,895,153

10,000,000

　　10,000,000

(20,000,000)

4,369,600

765,600

　　　 552,668

(5,687,868)

　　 4,937

,000

3,895,153

4,369,600

22,570,238

(20,000,000)

1,251,970

35,771,991

　　  

2222222222222222222222222222222222222222222222222

22
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財 産 目

（２００６年３月３１日現在)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：円)

科　　　　　　目 金　　　　　　額

10,084,123

25,687,868

35,771,991

8,832,153

4,369,600

13,201,753

Ⅰ．資産の
　１．流動資産

　　　　現金　現金手元有

　　　　 便振替貯金

　　　　普通預金（みずほ 行百万遍支店)

　　　　普通預金（三菱東京UFJ 行出町支店)

　　　　普通預金（三井住友 行京 支店)

　　　　普通預金（三菱東京UFJ 行京 支店)

　　　 普通預金（三菱東京UFJ 行出町支店)

　　　

　　　流　動　資　産　合　

２．固定資産

　　　　基本財産

　　　　　基本財産準備積立預金（三井住友 行京 支店定期預金)

　　　　　基本財産準備積立預金（三菱東京UFJ 行京 支店定期預金)

　　　　　　基　本　財　産

その他の固定資産

　　　　　退職給与積立預金（三菱東京UFJ 行出町支店定期預金)

KRP権利金（床面積　37.32㎡　無期借用)

　　　　　什器・備品（パソコン・ワープロ他)

　　　　　　その他の固定資産

　　　固　定　資　産　合　

資 産 合

Ⅱ．負債の
　１．流動負債

　　　　前受け会費

委託研究仮受金

流　動　負　債　合　

　２．固定負債

退職給与引当金

　　　固　定　負　債　合　

負 債 合

正 味 財 産 合

589

3,520,254

2,249,705

57,820

206,332

154,270

3,895,153

10,000,000

10,000,000

(20,000,000)

4,369,600

765,600

552,668

(5,687,868)

4,937,000

3,895,153

4,369,600

22,570,238
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Ầ算書 に関する注記

１．重要な会 方針

(1) 固定資産の減価償却について
　　　　該当なし。

(2) 引当金の 上基準について

　　　　退職給与引当金　　在職者の当期末における退職金の要支給額相当額を 上している。

(3) 資金の範囲について
　　　　資金の範囲については、流動資産（現金預金)および流動負債（前受会費、預り金)である。

２．基本財産の増加およびその残 は、次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円)

科　目 2005年10月4日現在 当期増加額 当期減少額 当期末残

定期預金 20,000,000 20,000,000
合　 20,000,000 20,000,000

３．担保に供している資産

　　　　該当事項はない。

４．次期繰 収支差額の内訳は次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円) 　
科　　　　目 当期末残

流動資産（現金預金)合 10,084,123

流動負債（前受会費、預り金)合 8,832,153

次期繰 収支差額 1,251,970

５．固定資産の取得価格、減価償却累 額および当期末残 は次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円)
科　　目 取得価格 減価償却累 額 当期末残

KRP権利金 765,600 0 765,600
什器備品 552,668 0 552,668

合　 1,318,268             0 1,318,268

６．保証債務

該当事項はない。

議案３．２００６年度事業Ầ画および収支予算

22222222１．２００６年度事業Ầ画

　　　　（１）年会及び集会

　 　 1) ２００６年通常総会　　 ２００６年５月１１日 （東京 )

2) 第３３年会 　　　 ２００６年５月１１日，１２日 　（東京 )

　 3) 講習会：第５回技術としての分散系レオロジー 　 ２００６年６月２０日　　 　（東京 )

4) 第５４回レオロジー討論会 　　 ２００６年１０月４日~６日 　（春日市)

5) 第８回レオロジー・フォーラム　　 ２００６年１０月６日　 　（春日市)

6) 第２６回レオロジー講座 ２００６年１２月未定　　 　（京 市)

7) 第５回 品レオロジー講習会 ２００６年１２月未定 （関東地区)

8) 22nd Annual Meeting of The Polymer Processing Society（共催)

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２００６年７月２日~６日　　　　　　　（山形市)

9) 日本学術会議第５０回材料研究連合講演会（共催) ２００７年１月未定 　　（未定)

10) 日本学術会議第５６回理論応用力学講演会（共催) ２００７年１月未定 　（東京 )

11) 第１４回 分子特性国際会議（協賛) 　　 　　 ２００６年４月１７日~２１日 　　 　 （奈良市)

12) プラスチック成形加工学会第９０回講演会（協賛) ２００６年４月１９日 （東京 )

13) 品ハイドロコロイドセミナー（協賛) ２００６年５月１８日　 （東京 )

14) 第１７回 品ハイドロコロイドシンポジウム（協賛) ２００６年５月１９日　 （東京 )

15) プラスチック成形加工学会第９１回講演会（協賛) ２００６年５月１９日 （さいたま市)
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16) 第１７回プラスチック形加工学会年次大会（協賛）　　　 ２００６年５月２４日，２５日 　　　　（東京 ）

17) 平成１７年度（第３６回)塑性加工春季講演会（協賛) ２００６年５月２６日~２８日 （東京 )

18) プラスチック成形加工学会第９２回講演会（協賛) ２００６年６月１３日 （東京 )

19) ２００６年度（第４４回)日本接着学会年次大会（協賛) ２００６年６月３０日 （豊田市)

20) 第５９回コロイドおよび界面化学討論会（協賛） 　　　　 ２００６年９月１３日~１５日 　　 　 　(札幌市)

21) International Workshop on Process Intensification in Fluid and Particle Engineering（協賛)

２００６年１０月１５日~１８日　 （神戸市)

22) オルガテクノ２００６（有機テクノロジー展／有機テクノロジー国際会議)（協賛)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年７月２５日~２７日　　　　　（横浜市)

23) 第１４回 SPE Japan RETEC（協賛)　　　　　　　　　 ２００６年１０月１９日，２０日 (東京 )

　　　　（２）理事会及び常置委員会

　　　　　　　1) 理事会　　　　　　　　４回開催予定

　 2) 編集委員会 　　　３回開催予定

　　　　　　　3) 受 候補者推薦委員会　２回開催予定

　　　　　　　4) 受 候補者選考委員会　２回開催予定

　　　　　　　5) 論文 選考委員会　　　２回開催予定

　　　　（３）表彰

1) 功績 、学会 、技術 、奨励 、論文 、Best Presentation 贈呈

　　　　（４）支 ，研究会による事業

東日本支

　　　　　　1) 第１１回関東地区修士論文発表会 ２００７年３月開催予定

中 支

2) 第１回中 支 修士論文発表会 ２００７年３月開催予定

3) 東海化学工業会セミナー（共催)　　　 ２００６年１１月

　　　　　西日本支

　　　　　　4) 第２５回関西地区修士発表会 ２００７年３月開催予定

材料レオロジー研究会

1) 研究会例会　　　　　　　　　　　　　 １回開催予定

　　　　　関東地区レオロジー研究会

2) 研究会例会 ２回開催予定

3) 第１１回関東地区修士論文発表会　　　 ２００７年３月開催予定

分子加工技術研究会

4) 研究会例会 ３回開催予定

5) 第１８回 分子加工技術討論会 ２００６年１０月２３日，２４日

分散系及び界面物性研究会

6) 研究会例会 ３回開催予定

エレクトロレオロジー研究会

7) 研究会例会 １回開催予定

関西レオロジー研究会

8) 研究会例会 ２回開催予定

9) 見学会 １回開催予定

10)第２５回関西地区修士発表会 ２００７年３月開催予定

　　　　（５）出版物

1) 日本レオロジー学会誌　第３４巻２号~３５巻１号　　　　　　 　（５回発行予定)

2) 日本レオロジー学会第３３年会講演予稿集　　　　　　　　 　　　（１回発行予定)

3) 講習会：第５回技術としての分散系レオロジー　テキスト　　　 　（１回発行予定)

4) 第５４回レオロジー討論会講演要旨集　 　　 （１回発行予定)

　　　　　　 5) 第８回レオロジー・フォーラム要旨　　　　　　　　　　　　　　 （１回発行予定)

　　　　6) 第５回 品レオロジー講習会　テキスト　　　　　　　　　　　　 （１回発行予定)

　（６）会員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．２００６年度収支予算
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収入の 支出の

科　　目 　　金額（円) 科　　目 　　金額（円)

前期繰 金 1,251,970 事業費 13，300，000

会費収入 13，269，000

　正会員会費収入

　学生会員会費収入

　公共会員会費収入

　賛助会員会費収入

8，240，000

125，000

104，000

4，800，000

事業収入 8，100，000

　年会参加費収入

　討論会参加費収入

　講座参加費収入

講習会参加費収入

1，000，000

3，600，000

1，500，000

2，000，000

会誌広告収入 1，800，000

年会開催費

討論会開催費

フォーラム開催費

講座開催費

講習会

諸表彰費

印刷製本費（会誌)

通信運搬費（会誌)

編集費

会誌別刷印刷費

支 、研究会補助費

会員名簿刊行費

1, 000，000

2, 500，000

40，000

900，000

1, 200, 000

　　 150，000

5, 400，000

500，000

100，000

360，000

550，000

　　　 600, 000

会誌別刷収入 600，000 管理費 11，947，760

会誌購読収入 780, 000

受託研究管理収入 　　 350，000

収入 　1，000，000

　会議費

　旅費交通費

　賃貸費

　燃料費・光熱費（事務局)

　通信費

　福利厚生費

　給与手当

　通勤手当

　消耗什器備品費

　 費

　会 監査費

　役員手当

250，000

500，000

1，607，760

300，000

250，000

　 620, 000

5，300，000

650，000

1，500，000

80，000

　　 240, 000

650, 000

特別預金支出 344，500

　退職金引当金 344，500

予備費 1, 558,710

合　　　 27,150,970 合　　　 27,150,970

議案４．事業Ầ画および収支予算（案)の承認に関する件
       

定款第34条（この法人の事業 画及びこれに伴う収支予算は、会 が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度

開始前に、文 科学大臣に届け出なければならない。事業 画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。）の

定にかかわらず，理事会で議決された事業 画及びこれに伴う収支予算を毎事業年度開始前に文 科学大臣に届け出，総会

にて報告を行うことについての承認.
  

議案５．その他


