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JPCA会員東京パック'90
インフォーメーションセンター/Q&Aコーナーで包装技術相談に協力

F 

'90東京パック開催期間中，当協会としては初めてのボランティア活動として， Q

&Aコーナーで来訪者に対し包装技術相談と会場案内を実施しました。晴海会場を

重点に毎日 5名の会員に参加して頂き，一方，幕張会場は原会員一人で=頑張って頂

き，延べ30名以上の会員のご協力を戴きました。

開期中，諸先生方iとおかれましてはご多忙にもかかわらず一日ど出席賜わり，包

装技術相談も例年になく大勢お見えになり，諸先生方のご活躍を大いにど評価申し

上げる次第であります。

また，ど協力下さいました諸先生方からも大変貴重な体験をさせて頂いたと，も

れ伺いまして，盛大に終了できた事に対し，会員各位並びにど協力戴いた事務局，

J P 1包装研究所， 日本包装管理士会，日本包装技術協会及び関係者各位に厚く御

礼申し上げます。御礼芳々下記資料を添えてど報告いたします。

1. 出品分類別について

出品分類別の相談件数

(1)包装資材……………42件

(2) 包装機械…………64件

(3) 関連機械…………..29件

(4) 包装加工機械…・….14件

(5) 食品機械…・・……・…-

(6) その他…………… 11件

合計…・・…….160件

2. 包装内容別について

包装内容別の相談件数

(1 )食 品・…一…ー…・………..48件

(2) 医薬・化学品・

化粧品・関連機材………...31件

(3) 日用品・雑貨…・…………剖件

(4) 精密・エレクトロニクス製品…32件

(5) その他………………………18件

合計…………一…….160件

事業委員長湯川義明
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〈協会動向}(9月""'10月)

理事会の開催

第31回理事会開催 9月25日開催

① 準会員制度の審議

② 新規入会希望者の資格審査と承認の件

③ 国際包装展会場iζ協会相談コーナー設置の件

④ 向上の相談担当のお願いの件

⑤ 新会報発行の件

@ 小ノfンフレットの作成と配布の件

⑦ 財務状況報告(本年度会費の入金状況)

事業委員会の動向(セミナー開催の件)

とき 1991年 3月27日附 9:30-16:00 

と 乙 ろ 学士会館講堂 202号室

東京都千代田区神田錦町 3-28

テーマ 包装廃棄物セミナー

時間 ァーマ 講 師

9 : 30 フ。ラスチック プラスチック処理促進協会

廃棄物の処理 技術開発部長

10 : 50 とリサイクノレ 飯島 林蔵氏

11 : 00 廃棄物処理と再 通商産業省立地公害局

資源化iζ対する 公害防止指導室長
4島

12 : 20 今後のあり方 湯本 登氏

13 : 20 廃棄物処理と 厚生省生活衛生局

企業責任の 環境整備課長

14 : 40 今後のあり方 坂本 弘道氏|

14 : 50 環境アセスメ 元環境庁長宮

ントと包装産 日本技術士会会長

15 : 50 業の対応 上回 稔 氏
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〈会員活動)(9月""'1 0月)

〔講演・講義〕

石原昌具

1. 統計から見た日本の

食生活と容器包装……………農水省 10月

2. 衛生監視員研修

紙容器の製造技術 神奈川県本 11月

神奈川県*: i県健康教育センターJの略
F 

大津 d 良明

L 食品包装講座………ー…………佐賀県市 9月

2. 包装技術概論 国際協力事業団 9月

3. 包装資材の印刷 JPIアカデミー 10月

4. 欧米包装事情(大阪〉……・日刊工業 10月

5. 11 〈東京〉……… H 10月

佐賀県市:r佐賀県工業技術センター」の略

漬口啓一

1. 最近の食品包装技術 食包研関西*9月

食包研関西*:i日本食品包装研究会関西支部」の略

幕田 達

1. 包装一般基礎知識〔各 4日間〕

・木箱設計…………………日東運輸繍 9月

・緩衝包装………………… 11 10月

・段ボール包装…………… 11 11月

松本光次

1. 防錆包装材料 日本防錆技術協会 10月

湯川義明

1. 包装における廃棄物と

環境問題……………PCCフォーラム 10月
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〔執筆発表〕

石原昌具

1. 食品規格の変遷と容器包装の推移

(その 2) フード・パッケージング 9月号

2. 冷凍食品の容器と包装…月刊消費者 9月号

3. レトノレト食品の容器・包装 // 10月号

4. 電子レンジ食品の包装容器 H 11月号

5. 日本の缶は本当K高いのか PACKPIA11月号

大津良明

1. 見直し期の商品包装…・・

フード・パッケージング 9月号

2. レトルト加熱殺菌技法(3)…

ミート・ジャーナノレ 9月号

3. 真空・ガス置換包装技法(4)…-

// 10月号

4. 欧米iとおける飲料缶の

リサイクリングの現状… PACKPIA 10月号

5. 今日から'90国際包装展・…日経産業 10月号

6. 脱酸素剤・ガス置換剤による食品の

品質保持技法(5) ミート・ジャーナノレ 11月号

木村勝三郎

1. 流通業の物流システム

(i情報シリーズJ)…ー綜合法令 10月発刊

潰口啓一

1. エコロジ一文明時代の包装 PACKPIA10月号

〔海外関係〕

原 明光

1. 包装稼働率向上指導…・……・・韓 国 6月

2. // -・・・・・・・・‘..... 1/ 7月

富賀見久

1.物流システム・レイアウト指導 韓国 4月

〔毎月 1週間・各地指導中〕

幕田 達

1. 重量物包装設計指導…・・……・…タイ国 5月

2. // ………・・・… // 7 月

三浦渉

1.製缶機械設備の評価・…....・ H ・...台湾 5月

2. 金属容器製造の現場指導…シンガポーノレ 7月

〔ヨンサルタン卜業務〕

井関義孝

1. 段ボール製造現場指導…………中段工*9月

2. // -・・・・・・・・ー.... // 10月

3. // -・・・・・・・・... // 11月

中段工キ:i中部段ボール工業組合」の略

大島和之

1. 包装事業化……………………オムロン 9月

2. 無人化物流システム…………

3. 防錆包装技法…

4. シュリンク包装技法・…-

松本光次

1. 神奈川県高度技術支援財団

9月

11月

11月

技術支援相談……………...・ H ・-…ー 11月

〔その他〕

石原昌具

1. 食品包装を考える(交流会議)

…・・神奈川県*11月

神奈川県本:i県津久井地区行政センター」の略

原明光

1. 物流インテリジェントシステム出品

"!90東京国際物流展 10月
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