一般社団法人日本色彩学会 2019 年度（令和元年度）第 4 回理事会 議事録
【日時】

2019 年 10 月 6 日（日） 13:00 ～ 17:15

【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，眞鍋 佳嗣

理事

岩井

彌，河本 健一郎，喜多

吾，平井 経太，山内
監事

鈴木

敬明，東

英雄，櫻井

将人，下川

美知瑠，須長 正治，西 省

泰樹

吉彦

オブザーバー
名取

和幸（関東支部長），羽成 隆司（東海支部長）

事務局 八木橋 生輔
【欠席者（敬称略）】
森本

一成（関西支部長）

【配布資料】
・

日本色彩学会 2019 年度第 3 回理事会議事録（案）[R1-4-1-1]

・

2019 審査委員長推薦[R1-4-2-2-1]

・

決算予算日程案_191002[R1-4-2-3-1]

・

（回答済）日本材料学会「第 5 回材料 WEEK」[R1-2-4-1-1]

・

（回答済）日本オプトメカトロニクス協会「色彩工学―その基礎と新しい表色系」技術講座[R1-2-4-1-2]

・

（回答済）色材協会「第 44 回顔料物性講座」[R1-2-4-1-3]

・

（回答済）照明学会

・

第 46 回カラーコーディネーター検定試験委託料について[R1-4-2-4-2]

・

2019 年度第 3 回理事会入会審査・会員異動（個人情報削除）[R1-4-2-5-1]

・

平成 31 年度 会費未納者一覧（2 年滞納）(191006 現在) [R1-4-2-5-1-2]

・

平成 31 年度 会費未納者一覧（3 年滞納）(191006 現在) [R1-4-2-5-1-3]

・

平成 31 年度 不明者一覧(191006 現在) [R1-4-2-5-1-4]

・

理事会スケジュール(R1) [R1-4-2-6-1]

・

将来構想 20190828 [R1-4-2-7-1]

・

2019 教育普及事業計画[R1-4-2-7-2]

・

AIC2019_GE [R1-4-2-7-3-1]

・

4a - Candidates CV and vision statements [R1-4-2-7-3-2]

・

190920 広報委員会委員承認のお願い[R1-4-2-7-4]

・

第 4 回理事会資料 （2019 年 10 月 6 日）[R1-4-3-1]

・

東商認定講師向け新公式テキストの講習会勉強会開催のご報告とお願い [R1-4-3-2-2-1]

・

東商認定講師向け新公式テキストの講習会勉強会の開催 2 [R1-4-3-2-2-2]

・

改訂版 7 月 23 日開催案内文案 [R1-4-3-2-2-3]

公開シンポジウム「映像との融合で拡がる照明の可能性」[R1-2-4-1-4]

・

2019 年度第 2 回役員会議事録（案）[R1-4-3-3-1]

・

（東海支部）2019 年度第 2 回役員会議事録[R1-4-3-3-2]

・

令和元年度第２回役員会 20190824 議事録[R1-4-3-3-3]

【議題】
1． 議事録確認
2019 年度第 3 回理事会議事録（案）（資料 R1-4-1-1）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，監事候補者を出席者から挙げた．１１月末の立候補期間を過ぎた後で，理事会推薦案とし
て提出する予定．
2-2 表彰関連事項
・学会賞審査委員長他資料
眞鍋委員長から，資料 R1-4-2-2 に基づき説明があり各彰審査委員会委員長として富永先生が承認された．
・スガウェザリング技術振興財団から財団賞表彰候補者及び助成候補者の推薦
事務局から，両候補者に関して説明があった．測色と絡めると応募対象になりうること，測色研究会か
らの応募や，堀内先生の来年度の AIC 派遣費（理事会参加費）などを候補とすることが報告された．
2-3 財務関連事項
河本理事より，資料 R1-4-2-3-1 に基づき，予算決算の日程について検討した．
・６月下旬に総会が開催されるため，５月末までに決算案の確認を行う．予算案は 12 月末日までとする．
2-4 総務関連事項
・協賛依頼
櫻井理事より，資料 R1-4-2-4-1-1〜R1-4-2-4-1-4 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．
・第 46 回カラーコーディネーター検定試験委託料について
櫻井理事より， 資料 R1-4-2-4-2 に基づき，第 46 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
櫻井理事より，資料 R1-4-2-5-1〜R1-4-2-5-4 に基づき，入会者名簿，会勢，平成 31 年度会費未納者一覧
（2 年滞納），平成 31 年度会費未納者一覧（3 年滞納），平成 31 年度不明者一覧，について報告があり，
５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 理事会開催日程
今後の理事会の日程，並びに議題概要について，確認を行った．
第 5 回理事会を 12 月 14 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。
第 6 回理事会を 2 月 8 日(土)に名古屋にて対面会議として開催することが決定された。場所に関しては
調整する．
また，2020 年６月６日（土）を対面形式で開催する理事会候補日とすることが決定された．
2-7 その他

・学会の将来構想について（将来構想委員会）
資料 R1-4-2-7-1 を起点とし，会費，研究会，学会誌など，学会の将来構想に関する自由な意見交換を行
った．今後，継続して審議する．
・教育普及事業について
下川理事より，資料 R1-4-2-7-2 に基づいて，
「今年の色」，ICD イベント開催案等について説明があった．
名称は変更するが，ほぼ昨年度の開催を踏襲することが承認された．開催場所の確認は高橋会長が行う
こと，講演者の依頼などの詳細に関しては 11 月末までに決定することを確認した．
・AIC2019 総会について
高橋会長から，資料 R1-4-2-7-3-1,2 に基づいて 10 月にブエノスアイレスで開催される AIC2019 の総会
に関して説明があり，AIC の副会長，事務局，理事の立候補者について承認するということ，CSAJ 代
表として山内理事が出席することが満場異議なく承認された．
・広報委員会委員承認
岩井理事から資料 R1-4-2-7-4 に基づいて，広報委員会の新委員に関して説明があり，満場異議なくこれ
を承認した．
3．報告事項
3-1 財務報告
財務状況について，資料 R1-4-3-1 を用いて西理事から説明があった．事務局員の給与増額に伴う人件費，
事務局移転に伴う経費が増大しているが，それ以外は前年とほぼ同等の推移をしている．
広告収入は全国大会の分．News で広告掲載していた団体は，継続（学会誌），撤退の両方がある．
3-2 委員会報告
・編集委員会
特記事項なし．
・事業委員会
篠田事業委員長から，以下の報告があった．
−

事業委員の推薦があり，メール審議の結果承認された．

−

来年度の全国大会の実行委員長として森本関西支部長を推薦し，メール審議の結果承認された

−

カラーコーディネータ検定制度が変わり，公式テキストが改定されることに伴い，現認定講師に

対する勉強会を色彩学会，JAFCA，色研の３社で共催（費用は東商が負担）することになった．
・学術委員会
主査会議を ACA 期間に名古屋会場で開催予定（11/30．11/29 を第二候補）
．来年度の研究会大会をどう
するか，のアンケートに関しては，原則的に肯定的な意見が多数を占め，来年度も実施の方向で検討を
継続する．
3-3 支部報告
・関東支部
名取支部長から，資料 R1-4-3-3-1 に基づき，関東支部第二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，資料 R1-4-3-3-2 に基づき，東海支部第二回役員会の議事録が報告された．
・関西支部

西理事（森本支部長代理）から，資料 R1-4-3-3-3 に基づき，関西支部第二回役員会の議事録が報告され
た．
3-4 その他
・ACA2019 共催行事について
応募状況などが報告された．
・会員の情報モラル対応に関して
髙橋会長より，前回理事会で提起された案件に関して適切な対応がなされたことが報告された．
・ホームページについて
平井理事から，ホームページ更新に向けた現状が報告された．コンテンツの移動も完了した．デザイン
修正がなければ，公開準備に向けた障壁はほぼクリアできている．

以上、議題のすべてを終了したので、閉会を宣言した。

