
資源処理学会第 109 回例会 

―――――資源の有効活用と環境行政―――― 

主 催  資源処理学会 

共 催  資源・素材学会東北支部 関西支部 

粉体工学東北談話会 

岩手化学工学懇話会 

一関高専教育研究振興会 

[第 1日] 平成 14年 11 月 7日（木） 講演会 

会 場  ㈱岩手ホテル&リゾート 盛岡グランドホテル 

 〒020-8501 岩手県盛岡市愛宕下1－10（TEL.019-625-5203 FAX.019-625-9303） 
  受付開始 8 時 30 分  開会 9 時 
1. 開会挨拶（9：00～9：10）  会長  若松 貴英 
2. 講 演 会 

1） 講演 1 （9：10～9：40）  
      孟宗竹の炭化・賦活による吸着剤の製造   

                  一関工業高等専門学校 助教授 梁川 甲午 

2） 新製品紹介（9：40～10：00） 
パラ・エコ・リサイクリング・システム(還元熔融精錬法)によるごみ焼却灰熔融スラグの無害 
化（塩素と重金属の除去）と金属リサイクル 

ラサ商事㈱ 取締役環境事業本部長  ○大倉憲一 
大平洋金属㈱ 村井浩介・富士電機㈱  梅本真鶴 

3） 講演 2 （10：00～10：30） 
      ごみ溶融スラグの建設材料としての利用  

宮城県農業短期大学 助教授 北辻 政文 

休  憩（10：30～10：50） 

4） 講演 3 （10：50～11：20） 
      資源処理へのメカノケミカル・アプローチ   

東北大学多元物質科学研究所 教授 齋藤 文良・加納 純也・張 其 武 

5） 講演 4 （11：20～12：00） 
     岩手県における循環型地域社会の形成について     

岩手県環境生活部資源循環推進課 課長 簗田 幸 

昼  食（12：00～13：00） 

6）特別講演 （13：00～15：00） 

     自分と未来は変えられる  

プロ野球球団福岡ダイエーホークス ㈱福岡ドーム ㈱岩手ホテルアンドリゾート 

                          代表取締役 高塚 猛 

休 憩（15：00～15：10） 

 7）講演 5 （15：10～15：40）                                    

     廃プラスチックの舗装材としての利用 

     岩手県工業技術センター 主任専門研究員 ○佐々木 秀幸・岩手大学工学部 藤原 忠司 

岩手県環境保健研究センター 酒井 晃二・岩手健工㈱ 大沼 一人・JR東日本 中根 健 

8）講演 6 （15：40～16：10）  
     廃ガラスリサイクル製品の有効活用に向けて   

㈱環境保全サービス 営業課長 高橋 信一 

9）講演 7 （16：10～16：40） 
     電気破砕と水中爆破によるリサイクルの前処理としての単体分離     

秋田大学工学資源学部 教授 ○藤田 豊久・助手 柴山 敦 
10）講演 8 （16：40～17：10） 

     使用済みコンクリート型枠用合板からの高吸着性炭化物の製造 

岩手県環境保健研究センター 上席専門研究員 ○佐々木 陽  

岩手大学工学部 平原 英俊・兼平 賢一・會澤 純雄・成田 榮一 

11）閉会挨拶   副会長  森 祐行（17：10～17：20） 

懇親パーティー（17：30～19：30）盛岡グランドホテル懇親会場 



 

 

[第 2日] 平成 14年 11 月 8日（金）見学会 8：30～ 

いわてクリーンセンター、岩手環境保全サービス、江刺藤原の郷を見学後 

水沢江刺駅，花巻空港 経由 盛岡駅解散 

8：30 盛岡グランドホテル 出発 

9：30～10：30  岩手環境保全サービス ガラスリサイクル工場見学 

10：30～11：00 移動  

11：00～12：30 いわてクリーンセンター見学 

12：30～13：45 移動および昼食 

13：45～15：00 江刺藤原の郷見学 

15：00～15：30 移動 水沢江刺駅   

（新幹線上り15：48発 東京着18：52）（新幹線下り16：22発 盛岡着16：54） 

16:20      花巻空港 

17:00            盛岡駅 解散  

1）平成14年 11月 6日（水）・メイプルカントリークラブ          9：30スタート 

（岩手県岩手郡滝沢村大沢1-1. Tel:019-684-5111 

岩手県内最高級のゴルフ場で18ホール、パー72、盛岡より車で25分） 

＊宿泊ホテルから送迎します： ホテル発8：30 、ホテル帰着16：30      

・参加される方は事前に会場ホテルまで用具をお送りください。 

（資源処理学会とわかるところにご記入願います）   

・特別料金を設定しております。 

2）平成14年 11月 8日（金）・・・希望者。メイプルカントリークラブ    9：00スタート 

             宿泊ホテルより送迎します    盛岡駅解散  16：30（予定） 

 

例会参加費その他 

1）資 料  例会の資料などは当日会場にてお渡しします。 

2）宿泊・ゴルフ   ホテル予約およびゴルフの予約は各自で下記のところにお申し込みください。 

  の申込  ＊申し込み時に『資源処理学会』とお伝えくだされば下記料金になります。 

㈱岩手ホテルアンドリゾート 盛岡グランドホテル¥8,000（朝食付、税別） 

〒020-8501 岩手県盛岡市愛宕下1－10 TEL019-625-5203 FAX-019-625-9303 

注）盛岡グランドホテルが満室のときは盛岡グランドホテルアネックス（Tel:019-625-5111）を紹介

します（¥7,000、朝食付、税別）。会場までシャトルバスで送迎します。 

ゴルフ希望者も申し込み時に『資源処理学会』とお伝えくだされば特別料金になります。 

    その他ホテル 

 ・ホテル東日本：019-625-2131 

 ・ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING：019-625-1211 

・ ホテルロイヤル盛岡：019-653-1331  

3）例会参加費 登録費 3,000 円（非会員5,000円），講演参加費（資料代、昼食代含む）10,000 円 

見学会費（藤原の郷入場料を含む）4,000 円，懇親パーティー参加費 7,000 円で 

合計 24,000 円（非会員26,000 円）です。         

また，懇親パーティー不参加の場合は17,000 円（非会員19,000 円）です。 

なお，登録費は不参加の時もお返し致しません。 

4）払  込 登録費・例会参加費・懇親パーティ・見学会の参加費用は参加申込と同時に 

ＵＦＪ銀行 名古屋駅前支店 普通 2210657 「
わかまつ たかひで

若松 貴英 」にお払込下さい。 

5）参加申込締切 平成 14年 10月 30日（水）下記申込先必着。会誌『資源処理技術』秋号に綴じ込まれる 

「参加申込はがき」または資源処理学会ホームページに掲載の「参加申込ＦＡＸ」でご連絡下さい。 

URL: http://www.nacos.com/rpsj/  

6）注  意 参加費の入金を確認の後、「参加登録票」と「領収書」を送付致します。当日この「参加登録票」を 

お持ちでない方は入場をお断りすることがあります。 

7）申 込 先     お申し込みは、下記までお願いします。 

    〒509-0261 岐阜県可児市虹ヶ丘4-3-3 「名城大学都市情報学部 教授 若松 貴英」 

  TEL：0574-69-0137 FAX：0574-69-0155 E-mail：wakamats@urban.meijo-u.ac.jp 

http://www.nacos.com/rpsj/
mailto:wakamats@urban.meijo-u.ac.jp


講演会場案内地図 
 

 

 

 




