
一般社団法人日本色彩学会 2018 年度（平成 30 年度）第 4 回理事会議事録

【日時】 2018 年 10 月 6 日（土） 14:00 ～ 17:30
【場所】 WebEX 利用による遠隔会議

【出席者（敬称略）】

会長 髙橋 晋也

副会長 篠田 博之，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，西 省吾，

平井 経太，山内 泰樹

監事 東 吉彦，鈴木 敬明

オブザーバー

羽成 隆司（東海支部長），森本 一成（関西支部長）

事務局 八木橋 生輔

【配布資料】

・ 日本色彩学会 2018 年度第 3 回理事会議事録（案）[H30-4-1]

・ 決算予算日程案[H30-4-2-3]

・ 色材協会「第 43 回顔料物性講座会告」[H30-4-2-4-1-1]

・ 日本オプトメカトロニクス協会「色彩工学」技術講座[H30-4-2-4-1-2]

・ 第 44 回カラーコーディネーター検定試験委託料について[H30-4-2-4-2]

・ 学生グループ入会者名簿[H30-4-2-5-1]

・ 平成 30 年度会費未納者一覧（2 年滞納）[H30-4-2-5-2]

・ 平成 30 年度会費未納者一覧（3 年滞納）[H30-4-2-5-3]

・ 平成 30 年度不明者一覧[H30-4-2-5-4]

・ 会員状況[H30-4-2-5-5]

・ 編集委員会から色彩学会メルマガを通しての情報提供の依頼[H30-4-2-8]

・ 稟議書（事務局移転に関する資料）[H30-4-2-8-2]

・ 第 4 回理事会財務報告資料[H30-4-3-1]

・ 日本色彩学会第 50 回全国大会_第 1 回実行委員会議事録[H30-4-3-2-1-1]

・ 日本色彩学会第 50 回全国大会_第 2 回実行委員会議事録[H30-4-3-2-1-2]

・ 平成 30 年度第 1 回編集委員会議事録案[H30-4-3-2-2-1]

・ 平成 30 年度第 2 回編集委員会議事録案[H30-4-3-2-2-2]

・ 平成 30 年度第 3 回編集委員会議事録案[H30-4-3-2-2-3]

・ 平成 30 年度第 2 回関東支部役員会議事録（案）[H30-4-3-3-1]

・ 平成 30 年度関西支部第 2 回役員会議事録[H30-4-3-3-2-1]

・ 平成 30 年度関西支部第 3 回役員会議事録（案）[H30-4-3-3-2-2]

・ 第 1 回 JABEE 連絡協議会議事録（案）[H30-4-3-4]

髙橋会長が議事進行役を務め、平成 30 年度第 4 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）



【議題】

1． 議事録確認

2018 年度第 3 回理事会議事録（案）（資料 H30-4-1）を確認，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

次期の理事，候補者を出席者から挙げた．

各理事からの候補者に加え，高橋会長からの来年以降の体制も勘案した意見等がだされた．11 月末の立

候補期間を過ぎた後で理事会案として提出する予定．

2-2 表彰関連事項

学会賞に関して，公募のアナウンスは完了していることが報告された（推薦締め切りは 1月末）．表彰見

送りは避けたいので，候補者が出そうにない場合，理事会からの働きかけを行う．

2-3 財務関連事項

河本理事より，資料 H30-4-2-3 に基づき，予算決算の日程について検討した．

・予算／決算関連の依頼を繰り上げる．予算案を 12 月末日締め切りとする．5/11 の理事会確認後，5/18
までに決算案の開示を行い，６月１日に総会を開催する．

・８月の財務担当会議の結果，税金等財務上の手続きの一本化を図り，謝金に関する支払い方式を改め

ることが満場一致で承認された．

・会員に対して会員番号を付与する案が提案され，満場一致で承認された．次回の会費請求からこの番

号を使用する．

2-4 総務関連事項

・協賛依頼

片山理事より，資料 H30-4-2-4-1-1, H30-4-2-4-1-2 に基づき，説明があった．承認回答済みであること

が報告された．芝浦工大のシンポジウムに関しても承認された．

・カラーコーディネーター検定試験委託料

片山理事より， 資料 H30-4-2-4-2 に基づき，第 44 回カラーコーディネーター検定試験委託料について

説明があり，振り込みを確認したとの報告があった．

2-5 入会審査

事務局の八木橋氏より，資料 H30-4-2-5-1～5 に基づき，学生グループ入会者名簿，平成 30 年度会費未

納者一覧（2 年滞納），平成 30 年度会費未納者一覧（3 年滞納），平成 30 年度不明者一覧，会員状況につ

いて報告があり，16 名の入会希望者の入会について満場異議なく承認した．高橋会長から未納者への対

応などの説明があった．また，所属の変更等を確認した．

2-6 70 周年記念事業

下川理事から説明があり，以下のような報告並びに議論がなされた．

・研究会大会で講演会（講演者：栗木先生，吉村先生）が開催される．

・募金額内での予算執行にとらわれる必要はないのではないか，という見解が出された．

・ホームページリニューアルへの予算額としては，残金（現在８万円程度を見込む）では不十分で，１０

万円程度を見込む．外注は最小限とし，学生アルバイト程度で実施予定である．不足分については，今

後の寄付の積み増しや予備費等で対応を検討する．ホームページ中に色彩学会の沿革（年表）を掲示す



る案も出された．

・今後，募金額を増やす方策について検討され，会費請求時に振込用紙を同封する案が挙げられた．

・募金者の名前を募金期間の終了を待たずに HP 上に掲載する方向で，下川理事，高橋会長とで検討を

行う．70 周年記念バッグについては，研究会大会で配布終了するように検討する．

・HP に追加する項目等についての案は下川理事からアイディアを文面で提出していただき，必要があれ

ばメール審議で検討する．

・永田名誉会員から提案された色彩データバンク（教育普及）については、HP リニューアル後の運用開

始を目指し、作業を進める．

・「今年の色」：今年の漢字，流行語大賞的なイメージで行うことが確認された．本年度から開始し，近日

中に会員に告知することで承認された．3 月に発表の方向である．

12 月の理事会に下川理事から規程，委員構成，趣旨等について報告される予定である．選考委員会を

設置（委員長：下川理事），委員会メンバーは下川理事から提案される．

・ICD イベントは 70 周年記念大会とは別途の企画とするが，毎年のイベントになるので，普及も含めた

企画を継続検討する．必要に応じて，他国の動向なども参考にする．

2-7 理事会開催日程

第 5 回理事会を 12 月 15 日(土)に 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。

また，全国大会の会期確定と連動し、次年度第 1 回理事会を 2019 年 5 月 11 日(土)に対面形式で開催す

ることが決定された．

2-8 その他

・日本色彩学会誌第 43 巻 1 号企画について，須長理事から資料 H30-4-2-8 を用いて報告された．「大学

での教育機関の色彩学関連のシラバス特集（2019 年 1 月号）」に関して，メールニュースを通じて情

報の提供依頼を行うことについて，満場一致で承認された．

今後は，このような委員会での依頼等のメールニュース配信については理事会マターとしない（開催

時期との兼ね合いで決定が遅延する可能性があるため）．

・事務局移転に関する提案が出ていることが資料 H30-4-2-8-2 を用いて高橋会長から説明があった．事

務局での会議利用状況は本年度になって 11 回程度であり，Web 会議を使用するようになってからさ

ほど頻度は高くない．関東支部役員会へのインパクトはある．

事務局移転ワーキンググループを立ち上げることが満場一致で承認された．メンバーは，高橋会長，

喜多理事，西理事，河本理事，事務局２名．名取関東支部長とする．次回理事会で状況を報告する．

3．報告事項

3-1 財務報告

財務状況について，資料 H30-4-3-1 を用いて河本理事から説明があった．

3-2 委員会報告

・第 50 回全国大会実行委員会

資料 H30-4-3-2-1-1，-2 に基づいて，東実行委員長から報告があった．開催は 6 月 1 日・2 日．プレイ

ベントは未定．東京工芸大とコラボの可能性もある．

交流会などは，基本的には実行委員会マターであるが，「50 周年大会記念．．．」などとすることで理事

会が関わる可能性もあることを確認した．

・編集委員会



須長理事から議事録 H30-4-3-2-2-1, -2, -3 にもとづいて報告がされた．

3-3 支部報告

・関東支部

名取支部長から，資料 H30-4-3-3-1 に基づき，関東支部第 2 回役員会の議事録が報告された．

・東海支部

羽成支部長から，支部行事の検討を継続していると報告された．9 月に見学会とシンポジウムが開催さ

れたこと，講演会（12 月），講習会（2019 年 1 月末），ヤングセミナー（3 月）が予定されている．

ACA2019 が名城大学で来年 11 月に開催予定であることが報告された．

・関西支部

森本支部長から，資料 H30-4-3-3-2-1, -2 に基づき，関西支部第 2 回，第 3 回支部役員会の議事録が報

告された．

3-4 その他

・JABEE 連絡協議会（資料：H30-4-3-4 第 1 回 JABEE 連絡協議会議事録（案））

眞鍋氏（千葉大）に出席いただいた．議事録に基づいて説明があった．事務局の件（6 年で持ち回り，

費用発生はないこと）．

・研究会大会について

研究会大会についての報告（特別講演．参加費等が決まった旨）があった．

10/13 に現地委員会開催予定．

来年の ACA 開催に関連して，研究会大会実行委員会での検討が行われていることが報告された．研究

会によっては ACA 期間中に行事を企画しているという情報もある．

以上、議題のすべてを終了したので、閉会を宣した。


