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会務報告 Reports of the JSL Activities
選挙結果
Results of the Elections, 2021 / by SAKATA Ayumi

>>>>>>>
１．会長選挙結果の報告（2021 年 11 月 16 日）
「役員等の選出についての細則」に基づき，出川
洋介選挙管理委員長のもと行われました．会長候補
者（10 月 22 日推薦締切）は，評議員会からの推

立会人：須川元氏，吉橋佑馬氏
２．次期役員指名の報告（2021 年 11 月 30 日）
高取（木下）薫次期会長により，次期役員が下記
のように指名されました（敬称略）．

薦者 高取（木下）薫氏（明治薬科大学）お１人でし

庶務幹事：坂田歩美

たので，信任投票（11 月 15 日締切）を行いまし

会計幹事：川上寛子

た．11 月 16 日，開票作業を行い，得票数の集計

編集委員長：綿貫攻

が厳正に行われ，下記の結果となり，高取（木下）
薫氏が次期会長に選出されました．

坂田 歩美：庶務幹事

３．評議員選挙結果の報告（2021 年 12 月 21 日）
国内在住通常会員（次期役員を除く）を対象とし，

投票総数：68 票

選挙（12 月 20 日締切）を行い，12 月 21 日に，

信任：67 票

選挙管理委員会（出川洋介委員長，松崎務委員）に

不信任：0 票

よる開票作業が，須川元氏，吉橋佑馬氏の立ち会い

無効：1 票

のもと行われました．開票結果は以下のとおりでし

選挙管理委員会：出川洋介委員長，松崎務委員

た（敬称略）．
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投票用紙：39 枚，有効票数：184 票（39

的で追加評議員候補者 2 名が指名され，その内承諾

通の封書を受け取り，2 通は白票，1 通は 4

の得られた川又明徳氏と清水公徳氏が追加評議員に

名のみの記名）

決まりました．さらにこの 7 名による新評議員会に

原光二郎：22 票

て，原田浩氏と中嶌裕之氏の 2 名が新監事に決まり

原田浩：18 票

ました（下記参照）．

中嶌裕之：12 票

新評議員（敬称略）

小杉真貴子：12 票

原光二郎（議長）

坂東誠：11 票

原田浩（監事）

川又明徳：11 票

中嶌裕之（監事）

河崎衣美：9 票

小杉真貴子

小峰正史：8 票

坂東誠

清水公徳：6 票

川又明徳（追加）

高萩敏和：5 票

清水公徳（追加）

出川洋介：5 票

＊

＊

＊

河原秀久：5 票

上記に基づく役員等（会長，庶務幹事，編集委員長，

濱田信夫：5 票

評議員他）の交代は 2022 年 1 月に行われました．た

（得票数 5 票未満は省略）

だし，2022 年 1 月以降に決まった役員等（追加評議

得票数の集計が厳正に行われ，得票数の上位 5 名

員他）は決まった時点で就任しました．なお，庶務幹

（得票数が同じ場合は入会年月日の古い者を優先）

事の交代に伴って一般事務を所管する事務局が「〒

を候補者とし，その内承諾の得られた 5 名が，次期

260-8682 千葉市中央区青葉町 955-2 千葉県立中

評議員として決まりました．次期評議員 5 名の互選

央博物館内」に移りました．また，編集委員長の交代

により，最多得票の原光二郎氏が新議長に決定され

に伴って学会誌 Lichenology の投稿先も変更になりま

た後，次期評議員の地区の偏りを是正するなどの目

したので，最新の投稿案内等をご確認ください．

―――――――
日本地衣学会評議員会（メール会議：2022 年２月９日～18 日，2022 年２月 21 日
～25 日）議事録
Report of the JSL Councilors’ Meeting on E-mail, 9–18 Feb. 2022 and 21–25 Feb. 2022 / by SAKATA Ayumi

>>>>>>>
第１回日本地衣学会評議員会（メール）
日時：2022（令和４）年２月９日（水）～14 日
（月）（18（金）まで延長）
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坂田 歩美：庶務幹事

参加者（敬称略）：（議長）原光二郎，（評議員）
原田浩，中嶌裕之，小杉真貴子，坂東誠，（会
長）木下薫，（幹事）坂田歩美，川上寛子，

（編集委員長）綿貫攻

参加者（敬称略）：（議長）原光二郎，（評議員）

追加評議員の選出が行われました．当初，川又明

原田浩，中嶌裕之，小杉真貴子，坂東誠，川

徳氏，清水公徳氏，出川洋介氏の３名が推薦されま

又明徳，清水公徳，（会長）木下薫，（幹事）

したが，評議員選挙の得票数を考慮して，川又明徳

坂田歩美，川上寛子，（編集委員長）綿貫攻

氏と清水公徳氏の指名を決定し，承諾の得られた両

監事２名の選出が行われました．評議員選挙の得

名が追加評議員に承認されました．
＊

＊

＊

第２回日本地衣学会評議員会（メール）

票数が議長に次いで多かった原田浩氏と，その次に
多かった中嶌裕之氏の推薦を決定し，承諾の得られ
た両名が監事に承認されました．

日時：2022（令和４）年２月 21 日（月）～25
日（金）

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

>>>>>>>
原稿募集
本誌は，会員からの原稿を随時募集しています．地
衣類にまつわるエピソード，想い出，あるいは地衣類
に関係する写真とタイトル，簡単な説明文だけでも受
け付けます．電子メールにて次のアドレス宛にご投稿
ください：bandomakoto@aa6.mopera.ne.jp（坂東
誠）
なお，地衣類に関連する活動や催事など（日本地衣
学会や国際地衣学会などの大会や観察会など）に係わ
った会員に，その活動や催事などに関する報告（事務

・No.153（電子メール受信制限と受信制限対処方法
についてのお知らせ）
・No.154（電子メールで投稿する場合における原稿
の書き方についてのお知らせ）
・No.155（電子メールで投稿した原稿が記事になる
までの流れについてのお知らせ）
・No.158（ニュースレター記事の種類（区分）につ
いてのお知らせ）
・No.159（電子メールで投稿する場合における書き
方の変更についてのお知らせ）

報告や参加報告など）の投稿を依頼することがありま
すので，その際にはご協力お願いします．
投稿に際しては，以下に挙げる本誌各号の「ニュー
スレター編集委員会からのお知らせ」もご参照くださ

坂東 誠：ニュースレター編集委員長

＊

＊

＊

原稿の書き方や投稿の方法などについて不明な点が
ございましたら，ニュースレター編集委員にお問合せ
ください．

い．
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