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広島循環型社会推進機構　設立記念式典ならびに記念講演会の開催について

  報道機関各位

平成17年7月26日 

国立大学法人 広島大学 

情報化推進部広報課長 

広島循環型社会推進機構 

設立記念式典ならびに記念講演会の開催について

 

　広島循環型社会推進機構（理事長：岡田光正広島大学理事・副学長）の設立記念事

業が、別紙のとおり開催されますのでお知らせいたします。 

　同機構は、広島県内の廃棄物関連研究開発機関、産業廃棄物処理業界等の関連

企業ならびに廃棄物の排出事業者が参加した共同研究を通じて、循環型社会の形成

に寄与することを目的として、本年４月に設立されました。

○ 別紙ご案内

○ 別紙プログラム

 
【お問い合わせ先】 

別紙記載のとおり
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広島循環型社会推進機構　設立記念式典ならびに記念講演会のご案内

 

　拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

　広島循環型社会推進機構の運営につきましては，格別のご高配を賜り厚く御礼申し

上げます。 

　当機構は，広島県内の廃棄物関連研究機関，産業廃棄物処理業界等の関連企業，

ならびに廃棄物の排出事業者が参加した共同研究を通じて，循環型社会の形成に寄

与することを目的として，本年４月に設立されました。 

　つきましては，これを記念して次のとおり記念事業を開催いたしますので，ご案内申

し上げます。 

　なお，記念式典終了後15時40分から，４階「楓の間」において記者会見を予定してお

りますので併せてご案内申し上げます。

敬具

平成１７年７月吉日 

広島循環型社会推進機構理事長 

岡田光正

  設立記念事業

 

日時　　　平成17年7月29日（金） 

場所　　　リーガロイヤルホテル広島　４階　ロイヤルホール 

　　　　　（広島市中区基町6-78） 

記念式典　14時45分〜15時40分 

記念講演　15時50分〜17時15分 

　講師　　環境省廃棄物・リサイクル対策部長　由田秀人 氏 

　　　　　「廃棄物・リサイクル対策の進め方」 

　講師　　中央環境審議会　会長　鈴木基之 氏 

　　　　　「サステイナブルな社会に向けて」

 

（連絡先） 

広島循環型社会推進機構　塚脇洋二 

広島県広島市中区東千田町一丁目１番８９号 

TEL&FAX（082）542-7082 

e-mail tsuka@hiroshima-u.ac.jp
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広島循環型社会推進機構　設立記念式典ならびに記念講演会プログラム

 

■日時：平成17年7月29日（金）14：05受付開始、14：45開会 

■場所：リーガロイヤルホテル広島　４階　ロイヤルホール（懇親会は３階−宮島の間） 

■参加：無料（懇親会は金一万円） 

総合司会：広島循環型社会推進機構理事（広島大学）西嶋　渉

設立記念式典  

○開会挨拶（14：45〜14：55）  

　広島循環型社会推進機構理事長（広島大学） 岡田　光正

○祝辞（14：55〜15：15）  

　広島県知事 藤田　雄山　氏

　環境省廃棄物・リサイクル対策部長 由田　秀人　氏

　国立大学法人広島大学長 牟田　泰三　氏

　社団法人広島県産業廃棄物協会会長 川本　義勝　氏

○広島循環型社会推進機構の取り組む事業について（15：15〜15：35）  

　広島循環型社会推進機構副理事長（広島工業大学） 今岡　務

○閉会挨拶（15：35〜15：40）  

　広島循環型社会推進機構副理事長 大前　昭義

記念講演（15：50〜17：15）  

　「廃棄物・リサイクル対策の進め方」  

　環境省廃棄物・リサイクル対策部長 由田　秀人　氏

　「サステイナブルな社会に向けて」  

　中央環境審議会会長 鈴木　基之　氏

懇親会（17：30〜19：00）  
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