
一般社団法人 日本生物物理学会 2021年度定時社員総会 議事録 

 

2021年 6月 19日（土） 午後 1時より大阪大学蛋白質研究所ほか（ウェブ会議）にお

いて、定時社員総会を開催した。 

 

議決権のある当法人社員総数   ５５名 

（ただし定款第 5条第 2項により代議員をもって社員とする） 

総社員の議決権の数        ５５個 

出席社員数（委任状による者を含む） ４６名 

（うち 39名はWeb会議システムによる出席） 

この議決権の総数   4６個 

（うち、Web会議システムにより出席した社員の議決権の数 ３９個） 

 

出席役員 

代表理事 原田 慶恵（議長兼議事録作成者）    

理事  小松崎 民樹  理事  須藤 雄気 

理事  秋山 修志  理事  秋山 良 

理事  飯野 亮太  理事  大上 雅史 

理事  岡田 眞里子  理事  上久保 裕生 

理事  北尾 彰朗  理事  古寺 哲幸 

理事  寺川 剛  理事  西坂 崇之 

理事  細川 千絵  理事  村田 武士 

理事  栁澤 実穂 

監事  笹井 理生  監事  豊島 陽子 

 

 Web会議システムにより本社員総会の出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席

者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが、

確認された。 

上記のとおり出席があったので、本社員総会は適法に成立した。 

定刻代表理事原田慶恵は、定款第 15条の規定により、代表理事原田慶恵を議長に指名し

た。 

原田慶恵は議長として、開会を宣し直ちに議事に入った。 

 

 

 



第 1号議案 議事録署名人指名に関する件 

議長は、定款第 18条 2項の規定に基づき、本総会の議事録署名人として下記の者を指

名し、議場に諮ったところ満場一致で承認された。 

 

議事録署名人 小松崎 民樹        

議事録署名人 須藤 雄気 

 

第 2号議案 定款変更（功労会員、終身会員、準会員の創設）の件 

 議長は、会員について定めた定款条項を変更するため、書き新旧対照表のとおり定款第 5

条第 1項及び第七条第 2項を変更したい旨を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったとこ

ろ、総大議員の 3分の 2以上に当たる多数をもって原案どおり可決確定した。 

記 

変更前定款 変更後定款 

第三章 会員及び社員 

（構成員） 

第五条 1 この法人に次の会員を置く。 

1)正会員  生物物理学の研究に従事また

はこれに関心を持つ個人。 

(2)機関会員 この法人の目的に賛同し、会

長の許可を経て入会した大学図書館、研究

施設等の機関。 

(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、第

四条に定める事業を援助する個人または法

人。 

(4)名誉会員 この法人に対し特に功労のあ

った個人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章 会員及び社員 

（構成員） 

第五条 1 この法人に次の会員を置く。 

(1)正会員  生物物理学の研究に従事また

はこれに関心を持つ個人。 

(2)機関会員 この法人の目的に賛同し、会

長の許可を経て入会した大学図書館、研究

施設等の機関。 

(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、第

四条に定める事業を援助する個人または法

人。 

(4)名誉会員 この法人に対し特に功労のあ

った個人。 

(5)功労会員 この法人に対し功労のあった

個人。 

(6)終身会員 この法人の会員として長年に

わたり活動した個人。 

(7)準会員 生物物理学の研究に従事また

はこれに関心を持つ、大学学部生相当以下

の生徒及び学生。 

 



（会費） 

第七条 1 会員は、入会金及び会費とし

て、社員総会により別に定める額を納入しな

ければならない。 

2 名誉会員、功労会員、終身会員及び準会

員は、入会金及び会費を納入することを要し

ない。 

3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由

があっても、これを返還しない。 

（会費） 

第七条 1 会員は、入会金及び会費とし

て、社員総会により別に定める額を納入しな

ければならない。 

2 名誉会員、功労会員、終身会員及び準会

員は、入会金及び会費を納入することを要し

ない。 

3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由

があっても、これを返還しない。 

 

 

第 3号議案 事業報告及び決算の承認に関する件 

議長は当期（自 2020年 5月 1日至 2021年 4月 30日）における事業状況を事業報

告及び附属書類により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その審議承認を求めた。 

１． 貸借対照表 

２． 損益計算書（正味財産増減計算書） 

３． 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類 

 

ついで監事笹井理生及び監事豊島陽子は、上記の書類につき綿密に調査したところ、い

ずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。 

本社員総会は、別段の異議なくこれを可決確定した。 

 

第 4号議案 理事及び監事の選任の件 

議長は、理事大上雅史、理事須藤雄気、理事西坂崇之、理事原田慶恵、理事秋山修志、

理事秋山良、理事飯野亮太、理事岡田眞里子、理事上久保裕生、理事北尾彰朗、理事小島

清嗣、理事古寺哲幸、理事小松崎民樹、理事寺川剛、理事柳澤実穂、理事細川千恵、理事

村田武士、監事笹井理生及び監事豊島陽子が、本社員総会終結と同時に任期満了退任す

ることになるので、これを改選する必要がある旨を述べ、その選任方法を総会に諮ったところ、

出席社員中よりその指名を議長に一任したいとの発言があり、全員異議なくこれに賛成し

た。 

議長は下記の者を指名し、各候補者ごとにその賛否を議場に諮ったところ、それぞれ全員

一致をもって承認されたので、下記のとおり可決確定した。 

理事 野地 博行 

理事 今田 勝巳 

理事 佐甲 靖志 



理事 相沢 智康 

理事 飯野 亮太 

理事 片山 耕大 

理事 小島 清嗣 

理事 古寺 哲幸 

理事 杉田 有治 

理事 田中 良和 

理事 田端 和仁 

理事 寺川 剛 

理事 永井 健治 

理事 南後 恵理子 

理事 西坂 崇之 

理事 村田 武士 

理事 栁澤 実穂 

理事 山下 敦子 

理事 渡邉 力也 

監事 石森 浩一郎 

監事 神取 秀樹 

 

以上をもって本社員総会の議案全部の審議を終了したので、議長は、Web 会議システム

に終始異常なかった旨及び閉会の挨拶を述べ、午後 2 時 15分散会した。 

 

上記の議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次に記名

押印する。 

 

 

令和 3年 6月 19日 

一般社団法人日本生物物理学会定時社員総会 

 

議 長 

代表理事 原田 慶恵   （印） 

議事録署名人    小松崎 民樹 （印） 

議事録署名人 須藤 雄気   （印） 


