
〔参考資料〕大気環境学会中部支部　総会　開催地一覧

ブロック 開催県 開催地 開催年月日
支部長（所属）
〔事務局〕

備考

S59 (1984) 東海 愛知県 名古屋市 1984. 9.26(水) 9.26支部設立

〃 愛知県 名古屋市 1985. 3.14(木)

S60 (1985) 〃 岐阜県 岐阜市 1985. 9.20(金)

〃 愛知県 名古屋市 1986. 3. 6(木)

S61 (1986) 〃 愛知県 名古屋市 1986. 9.19(金)

〃 岐阜県 岐阜市 1987. 2. 3(火)

S62 (1987) 〃 愛知県 名古屋市 1987.10.12(月)

〃 岐阜県 岐阜市 1988. 2. 8(月)

S63 (1988) 〃 愛知県 名古屋市 1988.10.21(金)

〃 石川県 金沢市 1989. 2.23(木)

H1 (1989) 〃 岐阜県 岐阜市 1989. 9. 5(火)

H2 (1990) 甲信越静 静岡県 静岡市 1990. 9.22(土)

H3 (1991) 北陸 石川県 金沢市 1991.11.21(木)

H4 (1992) 〃 〃 〃 1993. 3.18(木)

H5 (1993) 東海 愛知県 名古屋市 1993.11.18(木)

H6 (1994) 甲信越静 静岡県 静岡市 1995. 3. 6(月)

H7 (1995) 〃 〃 〃 1995.12. 8(金)

H8 (1996) 〃 〃 〃 1997. 2.14(金)

H9 (1997) 北陸 富山県 富山市 1998. 2.13(金)

H10 (1998) 〃 〃 〃 1998.11.13(金)

H11 (1999) 〃 〃 〃 1999.11.20(土)

H12 (2000) 東海 三重県 四日市市 2000.11.11(土)

H13 (2001) 〃 愛知県 名古屋市 2001.12. 1(土)

H14 (2002) 北陸 石川県 金沢市 2002.11.30(土)

東海 愛知県 名古屋市 2002. 7.26(土) 年度区切変更

H15 (2003) 〃 〃 〃 2003.11.29(土)

H16 (2004) 北陸 石川県 金沢市 2004.11.27(土)

H17 (2005) 甲信越静 長野県 長野市 2005.11.26(土)

東海 愛知県 名古屋市 2006. 1.26(木) ｱｽﾍﾞｽﾄ公開講座

H18 (2006) 東海 愛知県 名古屋市 2006.11.11(土)

〃 〃 〃 2007. 7. 7(土)

H19 (2007) 〃 〃 〃 2007.11.17(土)

〃 〃 〃 2008. 7. 5(土)

H20 (2008) 北陸 富山県 富山市 2008.11.30(土)

〃 石川県 金沢市 2009. 7.21(火)

H21 (2009) 〃 石川県 金沢市 2009.12.12(土)

H22 (2010) 東海 岐阜県 岐阜市 2010.11. 2(土)

H23 (2011) 〃 愛知県 名古屋市 2011.11.22(火)

H24 (2012) 甲信越静 新潟県 新潟市 2012.12.15(土)

H25 (2013) 東海 岐阜県 岐阜市 2014. 1.11(土)

H26 (2014) 甲信越静 新潟県 新潟市 2015. 1.31(土)
大泉　毅（アジア大気汚染研究センター）
〔アジア大気汚染研究センター〕

H27 (2015) 北陸 石川県 金沢市 2016. 1.24(日)
大泉　毅（新潟県保健環境科学研究所）
〔アジア大気汚染研究センター〕

年度

吉田克己（三重大学・医）
〔三重県環境科学センター〕

松島二良（三重大学・農）
〔三重県環境科学センター〕

河野俊一（金沢医科大学）
〔石川県衛生公害研究所⇒石川県保健環境セン
ター〕

北田敏廣（岐阜高専）
〔豊橋技術科学大学〕

北田敏廣（豊橋技術科学大学）
〔愛知県環境調査センター〕

早川和一（金沢大学・院自然）
〔石川県保健環境センター〕

北田敏廣（豊橋技術科学大学）
〔名古屋市環境科学研究所〕

早川和一（金沢大学・院自然）
〔石川県保健環境センター〕

松下秀鶴（静岡県立大学）
〔静岡県衛生環境センター〕

鏡森定信（富山医科薬科大学）
〔富山県環境科学センター〕

山内　徹（三重大学・医）
〔三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ保健環境研究部〕


