日時 場所
Ｈ１５年１１月２１日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

Ｈ１５年９月２６日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

Ｈ１５年７月３日（木）
会場：文京学院大学・生涯学習
センター

Ｈ１５年6月２０日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

Ｈ１５年５月２３日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成１５年５月２３日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成１５年４月２５日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成１５年３月２８日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

シンポジウム・セミナー
第３３回「環境新規材料セミナー」
演題：日本発！環境ビジネス戦略に光明
講師：生分解性プラスチック研究会
宮城県産業技術総合センター
２部：第２９回「繁業塾」ビジネス交流会
第３１回「環境新規材料セミナー」
演題：ＣＯ２削減二酸化炭素からプラスチックやナイロン６
の開発／生分解性製品の現況と未来
講師：産業技術総合研究所超臨界流体研究
日本環境資源生活文化振興会副会長氏
第３２回「環境経営ビジネスセミナー」
演題：日独企業のバイオマスビジネス創出戦略
講師：ＢＡＳＦジャパンポリマー本部
カネボウ合繊ラクトロン事業推進室
質疑応答コーディネーター
第３０回「環境新規材料セミナー」
演題：生分解性評価と新規緑化ビジネス発表
講師：三井化学分析センター安全科学
群馬県繊維工業試験場加工技術
２部：第２６回「繁業塾」ビジネス交流会
第２９回「環境新規材料セミナー」
演題：温暖化対策の緑化モデル開発と経済効果
講師：千葉県農業総合研究センター主任
産業技術総合研究所中部センター
２部：第２５回「繁業塾」ビジネス交流会
第２９回「環境新規材料セミナー」
講師：千葉県農業総合研究センター主任研究員
演題：温暖化対策の緑化モデル開発や施工に求める植物
の研究発表
＊屋上緑化の意義と緑化用新素材「マット植物」
について。
講師：産業技術総合研究所中部センター
演題：植物成長剤開発応用連携研究体／発根促進剤の
開発と植林への利用＝地球温暖化防止のための
植林に向けて。
講師：ＪＥＰＡＸ副会長
第２部：植物資源高分子協会・説明会
第３部：第２５回ビジネス交流塾（繁業塾）
第２８回「環境新規材料セミナー」
講師：東京農工大学生物システム応用科学助教授
演題：イネ樹木草など植物系物質を分子設計して工業
分野で応用することを目指した研究成果の発表
講師：東京農工大学工学部有機材料化学学科教授
演題：リグニンＰＤＣ物質変換による強度性／耐熱性／
繊維／フイルム成形の工業化へ期待できる
生分解性ポリマー開発の発表
講師：ＪＥＰＡＸ副会長
第２部：植物資源高分子協会・説明会
第３部：第２４回ビジネス交流塾（繁業塾）
第２７回「環境新規材料セミナー」
講師：東北大学大学院農学研究科教授
演題：麹菌等による生分解性プラスチック分解機構
の解明とリサイクルシステムについて。
講師：ＪＥＰＡＸ副会長
第２部：植物資源高分子協会・説明会
第３部：第２３回ビジネス交流塾（繁業塾）

講師
大島一史氏
佐藤勲征氏

生島豊氏
ジョージ兼路

前田昌宏氏
本持健次郎氏
ジョージ兼路氏

八木正氏
上石正人氏

柴田忠裕氏
片山正人氏

柴田忠裕氏

片山正人氏

ジョージ兼路氏

片山義弘氏
重原淳孝氏

ジョージ兼路氏

五味勝也氏

ジョージ兼路氏

日時 場所
平成１５年２月１９日（水）
＊文京学院大学

平成１５年２月１４日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成１５年１月２４日（金）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成１４年１２月６日（金）
＊国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成１４年１１月２２日（金）
＊中央大学駿河台記念館

平成１４年１０月１０日（木）
＊文京学院大学

平成１４年９月２０日（金）
＊中央大学駿河台記念館

平成１４年６月２１日（金）
＊中央大学駿河台記念館

シンポジウム・セミナー
共催：文京学院大学生涯学習センター・ＪＥＰＡＸ
第２回「環境経営ビジネスセミナー」
演題：日米企業の生分解性の取り組みと今後のゆくえ
講師：東洋紡績株式会社研究企画部
ナノテクと生分解性の応用開発について
講師：イーストマンケミカルジャパンＳＡマネージャー
樹脂特性とグローバルビジネス戦略について
第２６回「環境新規材料セミナー」
講師：三重大学生物資源学部教授
演題：天然リグニンからの機能性複合素材について
*植物由来系生分解性プラ・木質材料製品開発
講師：生分解フィルム技術開発共同製袋代表取締役
第２部：植物資源高分子協会・発起人会
第３部：第２２回ビジネス交流塾（繁業塾）
第２５回「環境新規材料セミナー」
講師：筑波大学農林工学系教授
演題：バイオマス資源による
サーマルマテリアルリサイクル技術開発
講師：ＪＥＰＡＸ副会長
第２部：植物資源高分子協会・説明会
第３部：第２１回ビジネス交流塾（繁業塾）
第２４回「環境ＮＧＯセミナー」特別講演
（未来を担う学生・一般諸氏対象のセミナー）
講師：(財）国際生態学センター所長
(法）産業技術総合研究所
(法）東北農業研究センター
討論会コーディネート
第２３回「環境新規材料セミナー」
（生命環境・バイオマスニッポン）
講師：作家／武蔵野美術大学講師
東海大学開発工学部教授
㈱カーギルダウ極東
討論会コーディネート
*懇談会（プリオール）
共催：文京学院大学生涯学習センター・ＪＥＰＡＸ
第１回「環境経営ビジネスセミナー」
講師：イオン株式会社環境社会貢献部
生分解性プラスチック研究会事務局長
質疑応答・討論会
第２２回「環境新規材料セミナー」
農林水産省総合食料局食品産業企画課
食品環境対策室 企画官
＊ハ゛イオマス ニッホ°ン総合戦略策定フ°ロシ゛ェクチ-ム
株式会社荏原製作所 営業本部総合
事業統括 事業推進センター部長
（財）北九州市産業学術推進機構
秋田県立大学教授 生物資源学部
生物生産学科／東大名誉教授
＊有機質資源化推進会会長
第２１回「環境新規材料セミナー」
農林省総合食料局食品環境対策室
ＢＡＳＦジャパン㈱ポリマー本部
ソニー㈱コアテクノロジー＆ネットワークカンパニー
レコーディングメディアカンパニー開発部門カートリッジ
技術開発部包装技術
㈱日本コースターチ開発研究所

講師

小長谷重次氏
宮地達郎氏

舩岡正光氏

馬場俊一氏

木村俊範氏

ジョージ兼路氏

宮脇昭氏
片山正人氏
岩淵桂子氏
ジョージ兼路氏
石川英輔氏
高辻真基氏
奥昌喜氏
ジョージ兼路氏

上山静一氏
大島一史氏

長野麻子氏

橋本和久氏

茅野充男氏

石田寿氏
前田昌宏氏
月館義隆氏

田中秀行氏

日時 場所
平成１４年５月１１日（土）
文京学院大学・文京学院短期大学
生涯学習センター共催

平成１４年４月２９日（祝）
会場：国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成１４年２月２２日（金）
＊中央大学駿河台記念館

平成13年11月22日
＊中央大学駿河台記念館

平成13年10月26日
＊弊会ロビー会議室

平成13年9月20日
＊中央大学駿河台記念館

平成13年6月22日
＊中央大学駿河台記念館

平成13年4月20日
＊中央大学駿河台記念館

平成12年11月28日
＊中央大学駿河台記念館

シンポジウム・セミナー
第２０回記念「環境フォーラム」
緑の星環境教育「ク゛リ-ンフ°ラネットモ-ル」
三井化学株式会社LACEA 室長
植物由来系（グリンプラ）資源活用
農林省総合食料局食品環境対策室
食品産業企画官
日本環境資源生活文化振興会副会長
緑の星教育基金とその支援
「環境シンポジュム」
＊実行委員会との共催
「環境ビジネス市場とその歩み」
ペリージョンソンインク
（株）ＮＴＴ ＭＥ
ＪＥＰＡＸ副会長
＊学生サークル環境交換会
第１９回「環境新規材料セミナー」
（食材廃棄物のリサイクル技術と普及啓蒙）
農林省総合食料局食品環境対策室
神奈川県農業総合研究所
生活協同組合 環境部長
株式会社島津製作所
第１８回「環境新規材料セミナー」
（グリーンプラ樹脂技術製品の最前線）
三井化学株式会社LACEA 開発室室長
株式会社利来化学(IRe) 技術開発
長野県野菜花き試験場 研究員
日本環境資源生活文化振興会副会長
ＮＦＡ「第２回分科会」 毎月１回
繁業塾「第12回分科会」
々
特別講師：豊田 幸夫氏／緑と癒しについて
＊多数の方々より再度講演依頼の為
第１７回「第二弾環境緑化セミナー」
日本環境資源生活文化振興会会長代行
日本道路公団試験研究所緑化技術センタ株式会社大京扶桑レクセル 監査役
株式会社ミサワホーム総合研究所
株式会社ラウント゛スケ-フ°テ゛サ゛イン設計部技術部長
第１６回「自然屋上緑化セミナー」
日本環境資源生活文化振興会会長代行
東京都環境局自然環境部保全課
東京都農業試験場園芸部植木研究室
東邦レオ株式会社環境事業部部長
王子緑化株式会社営業本部樹木医
鹿島建設株式会社土木技術部
第１５回「第二弾生分解性発泡技術開発セミナー」
日本環境資源生活文化振興会会長代行
ＢＡＳＦジャパン株式会社
王子製袋株式会社
日本原子力研究所 理学博士
理事会・「環境セミナー懇親会」
ＮＨＫサービスセンター参与
日本環境資源生活文化振興会
弊会「繁業塾」企業会員発表

講師
益子誠一氏
長野麻子氏
ジョージ兼路氏

武英美氏
久島季章氏
ジョージ兼路氏

末松広行氏
藤原俊六郎氏
藤森克子氏
小原仁実氏

益子誠一氏
金 東勳氏
小沢智美氏
ジョージ兼路氏

ジョージ兼路氏
上村惠也氏
清水英毅氏
野溝智彦氏
豊田幸夫氏
ジョージ兼路氏
宮本泰成氏
佐藤澄仁氏
前田正明氏
寺口善也氏
柳 雅之氏
ジョージ兼路氏
前田昌宏氏
岩崎廣司氏
吉井文男氏
石澤 清史氏
ジョージ兼路氏
３社

日時 場所

シンポジウム・セミナー

平成12年11月14日
＊繊研新聞社講堂

「ポリ乳酸系繊維第一回セミナー」検討会
通産省生活産業局繊維課課長補佐
東京工業大学工学部鞠谷研究室
島津製作所民生部部長工学博士
日本環境資源生活文化振興会

第１回 平成１２年４月14日
第２回 平成１２年７月７日
第３回 平成１２年９月８日
第４回 平成１２年10月12日
第５回 平成１２年12月７日
第６回 平成１３年１月24日
第７回 平成１３年２月22日
第８回 平成１３年３月23日
平成12年9月21日
＊繊研新聞社講堂

「繁業塾・開催」＝ＪＥＰＡＸ：１Ｆ会議室

平成12年9月2日
＊板橋エコポリスセンター

「生分解性プラスチック現状と展望」
（第一回・市民セミナーの開催）
日本環境資源生活文化振興会副会長
「グリーンプラの動向セミナー」
ＮＨＫサービスセンター参与
通産省基礎産業局生物化学産業課
島津製作所民生部部長工学博士
デュポン（株）バイオマックス
セブンイレブン環境推進部統括
「新規環境材料開発セミナー」
ＮＨＫサービスセンター参与
三菱樹脂（株）新規事業開発部課長代理

平成12年6月23日
＊中央大学駿河台記念館

平成12年4月14日
＊中央大学駿河台記念館

平成12年2月23日
＊中央大学駿河台記念館

平成11年11月26日
＊ビックパレットふくしま

平成11年11月25日
＊中央大学駿河台記念館

保元 道宣氏
鞠谷 雄士氏
小関 英一氏
ジョージ兼路氏

目的：ＪＡ長野経済連「ＪＡファーム」
〔グリーンプラ・ガーデニング〕
＊ＢＰＳ〔ＪＡ長野モデル事業連絡会開催〕

＊現地視察・予定
「ポリ乳酸系繊維説明会セミナー」準備会
繊研新聞社編集局
通産省生活産業局繊維課課長補佐
ユニチカファイバー（株）開発部
（株）クラレ衣料事業本部開発部
日本環境資源生活文化振興会

生分解性ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ研究会(BPS)事務局長

平成12年2月23日
＊中央大学駿河台記念館

講師

理化学研究所主任
「新規環境材料開発セミナー」
ＮＨＫサービスセンター参与
三井化学・LACEA 開発室室長補佐
昭和高分子・ﾋﾞｵﾉ-ﾚﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 参事
通産省基礎産業局生物化学産業課
「新規環境材料開発セミナー」
ＮＨＫサービスセンター参与
三井化学・LACEA 開発室室長補佐
昭和高分子・ﾋﾞｵﾉ-ﾚﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 参事
通産省基礎産業局生物化学産業課
「２１世紀型環境バイオリサイクルセミナー」
ＮＨＫサービスセンター参与
郡山地域テクノポリス・ 環境マテリアルデザイナー
ＪＥＰＡＸ事務局長
「２１世紀の地球環境と廃棄物対策セミナー」
環境庁国立環境研究所環境室長
通産省工業技術院研究所室長
農林水産省食品総合研究所室長
ＮＨＫサービスセンター参与

藤田 雅美氏
保元 道宣氏
辻本 啓三氏
堀
輝男氏
ジョージ兼路氏

ジョージ兼路氏
石澤
渡辺
小関
賀来
山口

清史氏
久也氏
英一氏
群雄氏
秀和氏

石澤
高木

清史氏
潤氏

大島 一史氏
土肥

義治氏

石澤
川島
尾崎

清史氏
信之氏
憲治氏

石澤
川島
尾崎

清史氏
信之氏
憲治氏

石澤清史氏
ジョ－ジ兼路氏
福島喜久雄氏
稲森悠平氏
常盤豊氏
五十部誠一郎氏
石澤清史氏

日時 場所
平成11年10月28日
＊新宿パークタワー１７Ｆ
コンファレンスセンター

平成11年9月3日
＊中央大学駿河台記念館

平成11年7月16日
＊中央大学駿河台記念館

平成11年6月3日
＊中央大学駿河台記念館

平成11年4月21日
＊中央大学駿河台記念館

平成10年12月11日
＊憲政記念会館

平成10年10月23日
＊逓信会館ホール

平成10年9月15日
＊春日井市民ホール

シンポジウム・セミナー
「バイオリサイクルコンポストセミナー」
東京大学名誉教授（生物資源）
通産省基礎産業局生物化学産業課
東京都小金井市市役所生活環境課
（株）ヤマゼン環境管理部長
（株）東芝環境事業部課長
環境マテリアルデザイナー
「新規環境材料開発セミナー」
福井工業大学応用理科学教授
ダイセル化学工業（株）開発部長
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「環境ビジネスセミナー」
同志社大学経済学部教授
通産省環境立地局課長
エコビジネスネットワーク代表
ＮＨＫサービスセンター常務理事
「新環境材料技術開発セミナー」（ポリ乳酸系樹脂）
ダウ・ケミカル（株）技術部長
（株）島津製作所 民生部部長
環境マテリアルデザイナー
特別記念シンポジウム・コーディネーター
「２１世紀の地球環境と廃棄物対策を考える」
早稲田大学政治経済学部学部長
通産省電気機器課長
横浜国立大学経済学部助教授
（財）家電製品協会 環境部長
環境総合研究所所長
秋田県小坂町町長
生活評論家
「生分解性樹脂による不織布の開発セミナー」
カネボウ合繊（株）技術部長
（株）ＮＴＣ
代表取締役
環境マテリアル・デザイナー
ＮＨＫサービスセンター常務理事
「室内環境汚染対策セミナー」
微生物環境技術研究所所長
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