一般社団法人日本色彩学会 2017 年度（平成 29 年度）年度第 5 回理事会議事録（案）
【日時】

2017 年 12 月 23 日（土） 12:00 ～ 16:30

【場所】

（一社）日本色彩学会事務局（目白）

【出席者（敬称略）】
会長

髙橋 晋也

副会長

酒井 英樹，名取 和幸

理事

岩井 彌※、片山 一郎、河本 健一郎、喜多 英雄、下川 美知瑠、須長 正治、
中村 信次、平井 経太，吉川 拓伸［記録］

監事

小松原 仁、鈴木 敬明※

オブザーバー 川澄 未来子（東海支部長）※，吉村 耕治（関西支部長）※
事務局

八木橋 生輔

※WebEX 利用による遠隔出席

【欠席者（敬称略）】
【資料】

・一般社団法人日本色彩学会 2017 年度（平成 29 年度）第 4 回理事会議事録（案）
[H29-5-1]
・予算方針 WG への依頼[H29-5-2-3]
・第 5 回理事会配布資料：ニューズ統合[H29-5-2-4-1]
・報告記事の WEB 掲載方針[H29-5-2-4-2]
・色材協会「第 27 回顔料分散講座」協賛依頼[H29-5-2-5-1]
・繊維学会「第 47 回感性研究フォーラム」協賛依頼[H29-5-2-5-2]
・日本オプトメカトロニクス協会 JOEM セミナー
「質感～その計測・評価・再現の技術」協賛依頼[H29-5-2-5-3]
・日本オプトメカトロニクス協会「デジタルカラー画像の解析・評価」
技術講座協賛依頼[H29-5-2-5-4]
・日本光学会「ODF'18」協賛依頼[H29-5-2-5-5]
・日本光学会「第 44 回冬期講習会」協賛依頼[H29-5-2-5-6]
・日本光学会「第 43 回光学シンポジウム」協賛依頼[H29-5-2-5-7]
・平成 29 年度上期 JIS 印税支払明細書[H29-5-2-5-8]
・平成 29 年度 会費未納者一覧（2 年滞納）[H29-5-2-6-1]
・平成 29 年度 会費未納者一覧（3 年滞納）[H29-5-2-6-2]
・平成 29 年度 不明者一覧[H29-5-2-6-3]
・会員状況[H29-5-2-6-4]
・JAIC および AIC 参加費用サポートに関する堀内氏メール[H29-5-2-9-1]
・AIC 理事の出張経費に関する申し合わせ（案）[H29-5-2-9-2]
・CRA 購読に関するニューズでの告知[H29-5-2-10]
・財務報告[H29-5-3-1-1]
・平成 29 年度研究会大会収支報告[H29-5-3-1-2]
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・2017 年度（平成 29 年度）第 3 回学会誌編集委員会議事録[H29-5-3-2-1]
・2017 年度（平成 29 年度）第 4 回学会誌編集委員会議事録[H29-5-3-2-2]
・2017 年度（平成 29 年度）第 1 回広報委員会議事録[H29-5-3-2-3]
・2017 年度（平成 29 年度）第 1 回研究会主査会議議事録[H29-5-3-2-4]
・2017 年度（平成 29 年度）第 4 回関東支部役員会議事録[H29-5-3-3-1]
・2017 年度（平成 29 年度）第 3 回東海支部役員会議事録[H29-5-3-3-2]
・2017 年度（平成 29 年度）第 3 回関西支部役員会議事録[H29-5-3-3-3]

髙橋会長が議事進行役を務め、平成 29 年度第 5 回理事会の成立と開会を宣した。
（理事：出席 12 名／監事：出席 2 名）
1. 議事録確認
2017 年度（平成 29 年度）第 4 回理事会議事録（案）
（資料 H29-5-1）を確認し、満場異議なく
これを承認した。
2. 審議事項
2-1 選挙関連事項
髙橋会長より、平成 30 年度の役員選挙に関し、締め切りである 11 月末までに立候補がなかっ
たことが報告され、第 4 回理事会にて決定した方針に基づき、理事候補者 6 名（喜多 英雄氏、篠
田 博之氏、下川 美知瑠氏、須長 正治氏、西 省吾氏、山内 泰樹氏）、監事候補者 1 名（東 吉彦
氏）を理事会より推薦することが提案され、満場異議なくこれらを承認した。※候補者指名は 50
音順
また、同代議員に関しても立候補がなかったため、第 3 回理事会で決定した支部割当数に応じ、
12 月末までに、各支部から候補者を推薦してもらうことを確認した。
さらに、支部役員に関しても、12 月末までに、各支部から候補者を推薦してもらうことを確認
した。
2-2 表彰関連事項
酒井理事より、学会の各賞に対する審査委員に関して説明があり、第 4 回理事会で承認された
2 名に加え、新たに 3 名の委員が推薦され、満場異議なくこれを承認した。
2-3 財務関連事項
河本理事より、資料 H29-5-2-3 に基づき、ワーキンググループで策定中である平成 30 年度予
算計画の状況に関して説明があった。今年度に比べ収入減が予想されるため、ニューズと学会誌
の統合等、支出の見直しが提案された。
2-4 広報関連事項
・会員退会ホームページの退会理由記入欄について
岩井理事より、会員退会ホームページの退会理由記入欄追加について説明があり、退会理由
の記述を必須として本ホームページを運用することを承認した。
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・ニューズと学会誌の統合について
岩井理事より、資料 H29-5-2-4-1 に基づき、ニューズと学会誌の統合に関するヒアリング結果
の説明があった。統合に関して賛否両論があり、また、ニューズ広告の契約上、直ちに統合する
ことは不可能であるものの、学会の財務状況を鑑みると、将来的には統合の必要性があることが
確認された。その上で、ニューズが担ってきた会員へのタイムリーな情報提供を代替する会員メ
ーリングリストを作成すること、ならびに、収入を増やす事業計画として、教育講座等を実施す
ることが提案され、実現に向け担当委員会で検討することが承認された。
・報告記事の WEB 掲載について

平井理事より、資料 H29-5-2-4-2 に基づき、現在学会誌に掲載している研究会ならびに支部報
告記事の学会ホームページ掲載について説明があった。審議の結果、支部報告については 5 月号
より学会誌への掲載を取りやめ、ホームページ掲載に切り替えることが承認され、研究会報告に
ついては継続審議することとなった。
2-5 総務関連事項
・協賛・後援依頼
片山理事より、資料 H29-5-2-5-1～7 に基づき、色材協会「第 27 回顔料分散講座」、繊維学会「第
47 回感性研究フォーラム」、日本オプトメカトロニクス協会 JOEM セミナー「質感～その計測・
評価・再現の技術」、日本オプトメカトロニクス協会「デジタルカラー画像の解析・評価」技術講
座、日本光学会「ODF'18」、同「第 44 回冬期講習会」、同「第 43 回光学シンポジウム」の協賛
依頼について説明があり、満場異議なくこれらの協賛を承認した。
・JIS 関連印税
事務局の八木橋氏より、資料 H29-5-2-5-8 に基づき、平成 29 年度上期の各種 JIS 印税支払明
細書に関して説明があり、これを承認した。
2-6 入会・退会について
事務局の八木橋氏より、資料 H29-5-2-6-1～3 に基づき、会費の未納者ならびに不明者に関し説
明があった。正会員であれば満 3 年、学生会員であれば満 2 年の会費未納者に対しては、12 月末
までに未納分が支払われない場合、2 月の第 6 回理事会にて会員資格の喪失が承認されることを
確認した。また、資料 H29-5-2-6-4 に基づき、入会者、退会者、会員状況について報告があり、
入会者については満場異議なく承認した。なお、学生会員については、その身分を証明する書類
の提出を求めることを確認した。
2-7 70 周年記念事業について
酒井理事より、学会創設 70 周年記念事業として第 49 回全国大会にて実施する記念講演会の内
容について説明があった。講演会は北岡明佳氏による基調講演とシンポジウムの 2 部構成とし、
講演会の資料は学会誌に掲載することが承認された。さらに、当学会の活動年表を作成し学会誌
に掲載することが承認された。
また、下川理事より、第 49 回全国大会参加記念品について説明があり、北岡氏デザインの錯視
をプリントしたトートバッグを候補として検討することが承認された。その他の記念事業の詳細
については今後、継続審議していくことが確認された。
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2-8 国際交流関連事項
髙橋会長より、資料 H29-5-2-9-1 に基づき、AIC の論文誌である Journal of the International
Colour Association（JAIC）抄録邦訳の学会誌への掲載について説明があり、学会誌編集委員会
で検討することが承認された。また、資料 H29-5-2-9-2 に基づき、AIC 理事が AIC 理事会へ出席
するための出張経費に関する申し合わせについて説明があり、これを承認した。
2-9 その他
・CRA 購読案内
酒井理事より、資料 H29-5-2-10 に基づき、Color Research & Application 誌の購読案内について
説明があった。2018 年からオンライン化されるが、購読価格が未定であるため、決定次第、ニュ
ーズ等で案内することが承認された。
3. 報告事項
3-1 財務報告
中村理事より、資料 H29-5-3-1-1 に基づき、財務状況について報告があった。また、資料
H29-5-3-1-2 に基づき平成 29 年度研究会大会収支について報告があった。
3-2 委員会報告
3-2-1 学会誌編集委員会
須長理事より、資料 H29-5-3-2-1～2 に基づき、2017 年度（平成 29 年度）第 3 回ならびに第 4
回学会誌編集委員会の議事録が報告された。
3-2-2 広報委員会
岩井理事より、資料 H29-5-3-2-3 に基づき、2017 年度（平成 29 年度）第 1 回広報委員会の議
事録が報告された。
3-2-3 第 49 回全国大会実行委員会
酒井理事より、第 49 回全国大会にて実施予定である学会創設 70 周年特別企画の内容について
報告があった。
3-2-4 学術委員会
酒井理事より、資料 H29-5-3-2-4 に基づき、2017 年度（平成 29 年度）第 1 回研究会主査会議
議事録が報告された。
3-3 支部報告
3-3-1 関東支部
名取支部長より、資料 H29-5-3-3-1 に基づき、関東支部平成 29 年度第 4 回役員会議事録が報告
された。
3-3-2 東海支部
川澄支部長より、資料 H29-5-3-3-2 に基づき、東海支部平成 29 年度第 3 回役員会議事録が報告
された。
3-3-3 関西支部
吉村支部長より、資料 H29-5-3-3-3 に基づき、関西支部平成 29 年度第 3 回役員会議事録が報告
された。
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3-4 その他
・次回理事会日程
髙橋会長より、第 6 回理事会日程について説明があり、2 月 24 日(土) 13 時より、WebEX 利用
によるオンライン会議として開催することを確認した。
以上、議題のすべてを終了したので、閉会を宣した。
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