一般社団法人日本色彩学会 2018 年度（平成 30 年度）第 5 回理事会議事録
【日時】

2018 年 12 月 15 日（土） 13:00 ～ 16:15

【場所】

WebEX 利用による遠隔会議

【出席者（敬称略）】
会

長

副会長
理

髙橋 晋也
篠田 博之、名取 和幸

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

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

【欠席者（敬称略）】
監

事

鈴木 敬明

【配布資料】
・

H30-5-1 日本色彩学会 2018 年度第 4 回理事会議事録（案）

・

H30-5-2-2-1-1 2018 年度研究会主査会議議事録

・

H30-5-2-2-1-2 日本色彩学会組織図

・

H30-5-2-2-2-1 2018 年度日本色彩学会委員会（案）

・

H30-5-2-2-2-2 2018 年度各種審査委員会

・

H30-5-2-2-3 日本色彩学会 学会賞規程

・

H30-5-2-5 理事会資料_HP 関連

・

H30-5-2-6-1-1 色材協会「第 28 回顔料分散講座」

・

H30-5-2-6-1-2 繊維学会「第 49 回感性研究フォーラム」

・

H30-5-2-6-1-3 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

・

H30-5-2-6-2 平成 30 年度上期 JIS 印税支払明細書

・

H30-5-2-7-1 平成 30 年度会費未納者一覧（2 年滞納）

・

H30-5-2-7-2 平成 30 年度会費未納者一覧（3 年滞納）

・

H30-5-2-7-3 平成 30 年度不明者一覧

・

H30-5-2-7-4 会員状況

・

H30-5-2-9 JAFCA への説明文

・

H30-5-3-1 第 5 回理事会財務報告資料

・

H30-5-3-2-1-1 日本色彩学会第 50 回大会_第 3 回実行委員会_議事録

・

H30-5-3-2-1-2 日本色彩学会第 50 回大会_第 4 回実行委員会_議事録案

・

H30-5-3-3-1 平成 30 年度関東支部第 3 回役員会議事録（案）

・

H30-5-3-3-2 平成 30 年度関西支部第 4 回役員会議事録（案）

【議題】
１．議事録確認
2018 年度第 4 回理事会議事録（案）（資料 H30-5-1）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 31 年度の役員選挙に関し、〆切である 11 月末までに立候補がなかったことが報告
され、第 3 回理事会にて決定した方針に基づき、理事候補者、監事候補者を理事会より推薦することが提
案された。再任以外の 3 名の理事候補者のうち、桜井将人氏（静岡理工科大）、眞鍋佳嗣氏（千葉大）につ
いては内諾が得られた。残る 1 名について辞退が重なり内諾を得るに至らなかったため、来年度の体制（役
割分担）も考慮した上で、今後の対応を会長に一任することで満場異議なくこれを承認した。
2-2 事業関連事項
名取学術委員長から資料 H30-5-2-2-1-1 に基づき、来年度は研究会大会を開催せず、ACA2019 開催に
協力することが説明され、満場異議なくこれを承認した。
2-3 表彰関連事項
・委員会の終了と設置について
篠田表彰委員長から資料 H30-5-2-2-1-2 に基づき、委員会の立ち上げ、終了に関して報告された。
ACA2019 共催委員会の設置の背景と目的等について説明があった。さらに、財務委員会、構造改革委員
会を終了し、それらを統合した「将来構想委員会」の新設、表彰委員会の下部の功労賞審査委員会の廃止
について説明があり、満場一致で承認された。
また、70 周年委員会、ホームページ委員会の名前が組織図に載っていないことが指摘された。
・委員長、幹事、委員の選任について
篠田表彰委員長から資料 H30-5-2-2-2-1、資料 H30-5-2-2-2-2 に基づいて、新規委員会の委員長や委員
に関する案について報告があった。委員会構成については、候補者である溝上委員が審査員を務められな
いので、CRA 委員会から代替委員を推薦してもらうことで承認された。
・規定の改訂について
篠田表彰委員長から資料 H30-5-2-2-3 に基づいて学会賞規定第 2 条（賞の性格）に、以下の(4)項を追加
する改訂案が提案され、満場一致で承認された。
----------(4) 本学会の事業の推進，運営に対する支援，会員サービスなどにより，色彩学会の発展に寄与する．
----------2-4 財務関連事項
審議事項はなし。
2-5 広報関連事項
・ホームページの修正について
平井理事より、資料 H30-5-2-5 に基づきホームページの修正案について報告があった。案 1 の方向で進
めることが確認された。
また、ホームページ・リニューアルに関わる 70 周年記念募金の状況について、事務局より、801,000 円
（267 口）に達したことが報告された。引き続き募金活動を継続し、募金額の一部をホームページ作成費
用に充てる当初予定を確認した。

2-6 総務関連事項
・協賛依頼
事務局より、資料 H30-5-2-6-1~3 に基づき、協賛依頼について説明があり、満場異議なく承認した。
・平成 30 年度上期印税
事務局より、資料 H30-5-2-6-2 に基づき、平成 30 年度上期 JIS 印税（入金）について説明があり、満
場異議なくこれを承認した。
2-7 入会審査
事務局より、資料 H30-5-2-7-1~3 に基づき、会費の未納者について報告があった。定款第 10 条ならび
に平成 30 年度第 3 回理事会での確認に基づき、平成 28 年度からの正会員未納者（3 年間未納）に関して
は、本年中に未納分の会費が支払われない場合、会員資格喪失となることが確認された。
（学生会員につい
ては、平成 29 年度からの 2 年間未納者が該当。
）また、資料 H30-5-2-7-4 に基づき、会員状況、入会者、
退会者についても報告があり、入会者については満場異議なくこれらを承認した。
2-8 70 周年記念事業
・インターナショナル・カラー・デイ（ICD）について
下川 ICD 関連事業検討委員長より、資料に基づき 3/21 に企画する事業案に関して説明がなされた。ICD
実行委員会を立ち上げ、堀内 AIC 理事にエグゼクティブアドバイザーとして参加してもらう。HP 上に
ICD の紹介ページを作成する。告知方法は HP、メールニュース、メディアとのコンタクト等を考えてい
る。会場として東京工芸大学、テーマとしてはカラー・ユニバーサル・デザイン（案①）として検討を進
める。詳細については別途メール審議を継続する。
また、ICD については社会普及事業・社会教育事業との位置づけを明確にし、参加費無料を基本とする
方針を確認した。
・「色彩賞」について
下川色彩賞（仮称）準備委員長より、資料に基づき選考委員案に関して報告があった。来年度以降の実
施を目標とし、選考プロセスや対象期間等、詳細について検討を継続する。
「色彩賞（仮称）準備委員会」
の委員構成について検討した。
・70 周年記念募金について
平成 31 年度会費請求と合わせて最後の募金依頼を行うことを決定した。年会費の払込取扱票に募金欄
を設け会費納入と同時に募金できるようにし、依頼文書を同封する。名誉会員には、選挙関連の郵便に依
頼文書のみ同封する。すでに募金をいただいている名誉会員には同封しない。
2-9 その他
・「今年の色」について
髙橋会長より、資料 H30-5-2-9 に基づき、日本流行色協会（JAFCA）の「今年の色」とコンセプトが類
似していることを危惧し JAFCA にコンタクトを取ったこと、来年度以降は少なくとも改称が必要であろ
うことが説明された。
本年の募集に対する応募 28 点の検討を行ったが結論には至らず、2～3 の候補色を下川理事から別途提
案してもらい、メール審議で決定色を選び、年内に HP で告知することとなった。
3．報告事項
3-1 財務報告
河本理事より、資料 H30-5-3-1 に基づき収入・支出状況について、ニューズ発行経費を除き昨年度と同

様の経緯を示していることが報告された。
3-2 委員会報告
・第 50 回全国大会実行委員会
東実行委員長から、資料 H30-5-3-2-1-1〜2 に基づき報告があった。交流会には全国大会第 50 回記念祝
賀会的要素（例えば横断幕の作成）を検討してほしい旨、高橋会長から依頼があった。
・編集委員会
特記事項なし。
3-3 支部報告
・関東支部
名取支部長から、資料 H30-5-3-3-1 に基づき報告があった。
・東海支部
羽成支部長から、支部企画の講演会、講習会等の企画の進捗状況が報告された。
・関西支部
森本支部長から、資料 H30-5-3-3-2 に基づき説明があった。
3-4 その他
・事務局移転について
事務局から検討状況が報告された。移転先候補となる賃貸物件を阿佐ヶ谷近傍で検索中。移転検討ワー
キンググループ（会長、事務局、事務局担当理事、財務担当理事、関東支部長）を立ち上げることが承認
された。次回理事会までに具体案の策定・報告を目指す。
関連して、喜多理事（事務局担当）より電話回線の名義変更手続きを進めていることが報告された（現
在は個人名義）。電話番号はそのまま維持される見込み。
・広報活動について
全国大会、研究会大会、イベント告知は、これまでは実行委員会マターであった。今後は本部で一括し
て管理する方が望ましい。告知先のリストアップも含め、広報委員会にて検討を行う。ニューズの転送な
ども考える。
次回開催
2 月 9 日（土）13：00〜

事務局にて理事会を開催する。

主な議題は、次年度予算案・事業計画案、事務局移転の検討状況など。
以上
以上、議題のすべてを終了したので、閉会を宣した。

