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日本藻類学会
1  J  本部類学会は 1952 '.r:にi没収され，務学に関心をもち，本会の趣旨に賛同する制人及び団体の会員からなる。本会は定期j刊
行物 Phycological Research ( 英文誌) を年 41札「部類J ( 和文誌) を年 31り| 刊行し，会口に無料で頒布する o fT通会員は本年
度の年会費 8，000 I[J (学'1:は 5，0001'J ) を! 日納するものとする。団体会員の会抗は 20，000 Pl 賛助会員の会費は 1 r-， 30，000 
川とする。

問い合わせ，連絡先:
{ 庶務) 〒 657-8501 神戸市灘区六' lltill(Jト! 神} i大学内海域環境教育研究センター

羽生田岳附 Tel &  Fax 078-803-5781 E-mail hanyut@kobe-u.ac.jp 
{ 会員事務担当: 入退会，住所変更，会費) 干 917・0003 小浜市学園町トl 制)1:県立大学生物資源学部海洋生物資源学科

相11谷充仲 Tel 0770-52-9606 Fax 0770・52・6003 E-mail mkamiya@fpu.ac.jp 
( 海外担当) 〒 060・0810 北海道札幌市北区北 10 条11M 8  TI=J 北海道大学創成科学共同研究機構

鳥|旺旧王31 智 TelO 引11ト-706ふ-3581 Fax 01 川1-726ふ-3476 E 同 mail s路shi札1mηlada@sciし.hokuda引iし.a配.c.JP
( 広報担当) 干 729-心0292 }広広ωl島誌県樹山市市.束村H

山岸幸正 Tel084ι胃 936司-2111 (内 4530) Fa飢x 084-θ936-2459 y a m a g @ m a.fl向Uma.fukuyama-u.ac.jp 
( 会計) 〒 658-8501 神}-i市東灘区附本 8・9・1 11 ' 南大学刷工学部生物学科

本多大輔 Tel 078-435-2515 Fax 078-435-2515 E-mail dhonda@konan-u.ac.jp 
和文誌『藻類』への投稿: 干 305・0005 つくば市天久保 4-トl 国立科学博物館植物研究部

北山太樹 Tel029・853・8975 Fax 029-853-8401 E-mail kitayama@kahaku.go.jp 
英文誌 Phycological Researchへの投稿: 干 305-7582 茨城県つくば市天王台 1-トl 筑波大学生命環境科学研究科

石田健一郎 Tel 029-853-7877 Fax 029-853-6614 E-mail ishida@sakura.cc.tsukuba.ac.jp 

|  日本藻類学会ホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsp/Welcome.htm 
2007-2008 年役員
会 長: 川井浩史( 神戸大学)
庶務幹事: 羽生田岳s{{ ( 神戸大学)
庶務幹事: 神谷充引11 ( 福井県立大学) ( 会員事務担当)
庶務幹事: J属国 智( 北海道大学) ( 海外担当)
庶務幹事: 111岸幸正( 福山大学) ( 広報担当)
会計幹事: 本多大iliili (1"日j大学)
評議員: 天野秀I !i

石田健一郎( 筑波大学)
大谷修司( 尚根大学)
Jeanine L. Olsen (University of Groningen) 
河地正仲( 国立環境研究所)
倉島彰 ( 二i重大学)
嵯峨直恒( 北海道大学)
白岩善博( 筑波大学)
ITl'I'次郎( 東京海洋大学)
野日忠秀( 鹿児島大学)
l幡野恭子( 京都大学)
JJJT 慶明 (UI形大学)
'1': 1日信司( 広島県環境保健協会)
藤田大介( 東京海洋大学)
勝1I1雄二( 長崎大学)
Akira F. Peters (Roscoff) 
宮下英明( 京都大学)
本村泰三( 北海道大学)

和文誌編集委員会
委員長: 北山太樹 (1並立科学博物館)
副委員長: 中山剛( 筑波大学)
実行委員: II¥JI:雅彦( 文教大学)

大野 IE犬( 高知l大学)
長出敬五( 11本歯科大学)
担11谷充仲( 神戸大学)
倉島彰( - = 重大学)
洲崎敏{III ( 神戸大学)
i龍I'r古賀( 海洋研究開発機構)
与脇利信( 水産総合研究センター)
長型千香子( 北海道大学)
雨雲保 ( H *儲科大学)
新山催子
Ijil川行幸( 三重大学)
村 1:明男( 神戸大学)

委 11 :  )1: 1-. 勲( 筑波大学)
今井一郎( 京都大学)
| 川崎恵視( 東京学芸大学)
J l ・| 利博尚( 東北大学)
藤 11 ' 1 雄二( 長崎大学)
功IILI健雄( 北海道大学)
横浜康継( 南三陸町白然環境問川センター)
波過信( 筑波大学)


