
一般社団法人日本色彩学会 2020 年度（令和 2 年度）第 3 回理事会 議事録

【日時】 2020 年 8 月 23 日（日）9:30 ～ 13:05
【場所】 WebEx 利用による遠隔会議

【出席者（敬称略）】

会長 篠田 博之

副会長 眞鍋 佳嗣，山内 泰樹

理事 岩井 彌，片山 一郎，木村 敦，櫻井 将人，下川 美知瑠，西 省吾，平井 経太

監事 東 吉彦（関東支部長），鈴木 敬明

オブザーバー

石原 久代（東海支部長），石田 泰一郎（関西支部長）

事務局 八木橋 生輔

【欠席者（敬称略）】

理事 河本 健一郎，髙橋 晋也

【配布資料】

・R2-3-1_日本色彩学会 2020 第 2 回理事会議事録（案）

・R2-3-2-1-1-1_組織図 20200823-2
・R2-3-2-1-2-1_20200823_R2_3 理事会_会誌改革 WG 依頼

・R2-3-2-1-3-1_提案書 20200821
・R2-3-2-2-1-1_審査委員長推薦

・R2-3-2-3-1-1_功労賞規程案 200814
・R2-3-2-3-2-1_学術委員会規程修正案 200823
・R2-3-2-3-3-1_研究会規程修正案 200823
・R2-3-2-4-1-1_日本オフプトメカトロニクス協会「コンピュテーショナルイメージング」技術講座（回答済）

・R2-3-2-4-1-2_日本材料学会「第 6 回材料 WEEK」（回答済）

・R2-3-2-4-1-3_日本塗料工業会「第 23 回グッド・ペインティングカラー」（回答済）

・R2-3-2-5-1_理事会資料 2020，第 3 回（個人情報削除）

・R2-3-2-6-1_理事会スケジュール(R2)
・R2-3-2-7-1-1_2021 年度学術コラージュ

・R2-3-2-7-2-1_学術委員長へのお願い

・R2-3-2-7-2-2_色彩教材データバンク構想

・R2-3-2-7-2-3_色彩データ・ライブラリ検討課題

・R2-3-2-7-3-1_規程集一覧_20200817
・R2-3-2-7-4-1_理事会資料 2020.8.23
・R2-3-3-2-1-1_第 3 回理事会資料（2020 年 8 月 23 日）

・R2-3-3-3-1-1_ 20200823_R2_3 理事会_報告（編集）

・R2-3-3-3-2-1_研究会大会第 1 回実行委員会議事録

・R2-3-3-3-2-2_研究会大会第 2 回実行委員会議事録



・R2-3-3-3-2-3_研究会大会第 3 回実行委員会議事録

・R2-3-3-3-3-1_（一社）日本色彩学会_2020 年度第 1 回財政再建 WG 議事録案 0719
・R2-3-3-4-1-1_東海支部報告（20.8.23  理事会用）

・R2-3-3-4-2-1_第 1 回関東支部役員会_議事録案

・R2-3-3-4-3-1_令和２年度第１回役員会議事録（案）20200811

櫻井理事が議事進行を務め，2020 年度（令和 2 年度）第 3 回理事会の成立と開会を宣した．

（理事：出席 10 名／監事：出席 2 名，オブザーバー2 名）

【議題】

1．議事録確認

2020 年度第 2 階理事会議事録（案）（資料 R2-3-1）を確認，満場異議なくこれを承認した．

2．審議事項

2-1 理事役割分担

・学会組織図の更新

組織図に関わる審議事項があるため，最後に審議することとした．

・会誌改革 WG
木村理事より資料 R2-3-2-1-2-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．

・規格化活動推進 WG
篠田会長から資料 R2-3-2-1-3-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．WG 主査は，大住

氏にお願いすることになった．

2-2 各種委員会委員長の選出

・各彰の審査委員長の推薦

眞鍋副会長から資料 R2-3-2-2-1-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．

山内副会長から，事業委員会の下部委員会である「教育普及委員会」「検定試験対応委員会」「全国大会実

行委員会」および「研究会大会実行委員会」それぞれの委員長の報告があった．

2-3 学術関連の規定類の改正案

・功労賞規程案（新規）

眞鍋副会長から資料 R2-3-2-3-1-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．

・学術委員会規程修正案

眞鍋副会長から資料 R2-3-2-3-2-1 に基づき，オンライン会議を認める旨の追記について説明があり，満

場異議なくこれを承認した．

・研究会規程修正案

眞鍋副会長から資料 R2-3-2-3-3-1 に基づき，研究会総会のオンライン開催を認める旨の追記について説

明があり，満場異議なくこれを承認した．

2-4 総務関連事項



・協賛依頼

櫻井理事から資料 R2-3-2-4-1-1～3 に基づき，協賛依頼についての説明があり，満場異議なくこれを承

認した．

2-5 入会審査

資料 R2-3-2-5-1 に基づき，正会員加入 3 名について審査を行い，満場異議なくこれを承認した．正会員

の退会 2 名，変更 5 名について報告があった．

2-6 理事会開催日程

第 5 回の理事会は，12 月 21 日（月）18：00 開催と決定した．

2-7 その他

・2021 年度学術コラージュ研究助成について

眞鍋副会長から資料 R2-3-2-7-1-1 に基づき，委員会構成，スケジュールについて説明があり，満場異議

なくこれを承認した．

・データ・ライブラリ等の提案について

下川理事から資料 R2-3-2-7-2-1～-3 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．教育普及委員

会の下に，高橋理事を主査とする「色彩データ・ライブラリ検討 WG」を設置することとなった．

・規程の HP 掲載に関して

櫻井理事から資料 R2-3-2-7-3-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．HP 上に新旧の規

程が重複して存在している例があるため，平井理事が HP の規程掲載の状況を調査することになった．

・ICD，MIC，色彩賞等に関して

下川理事から資料 R2-3-2-7-4-1 に基づき，ICD 実行委員会，MIC 選考委員会，色彩賞（仮称）検討 WG
について説明があり，満場異議なくこれを承認した．ICD 実行委員会および MIC 選考委員会は，下川理

事が委員長を務め，支部長を含む理事会構成員で組織することを確認した．下川理事による「WITH コロ

ナ」時代の学会のあり方に関する問題提起について，9 月中に会長が主導して理事で検討することになっ

た．

以上の審議結果を反映させて，組織図（資料：R2-3-2-1-1-1_組織図 20200823-2）を修正することとな

った．

3．報告事項

3-1 法人登記報告

八木橋氏から，法務局への届出手続きが 8 月 4 日に完了した旨報告があった．

3-2 財務報告

西理事から資料 R2-3-3-2-1-1 に基づき報告があった．現時点での大きな収入は，全国大会事業収入およ

び国庫補助金収入であり，主な支出は，全国大会関連と学術コラージュ研究助成である．

3-3 委員会報告

・編集委員会



木村理事から資料 R2-3-3-3-1-1 に基づき報告があった．

・研究会大会実行委員会

眞鍋副会長から資料 R2-3-3-3-2-1～3 に基づき報告があった．

・第 1 回財政再建 WG
岩井理事から資料R2-3-3-3-3-1 に基づき，2017 年度の事業収益が確保できれば赤字を回避できること，

他学会に比較して急激に会員が減少していること等が報告された．東監事から企業向けの講習会やセミナ

ーの充実の有効性について助言があった．

3-4 支部報告

・東海支部

石原支部長から資料 R2-3-3-4-1-1 に基づき報告があった．

・関東支部

東支部長から資料 R2-3-3-4-2-1 に基づき報告があった．

・関西支部

石田支部長から資料 R2-3-3-4-3-1 に基づき報告があった．

3-5 その他

有料のオンライン催事の例として，篠田会長，櫻井理事から日本建築学会主催の「空間を魅せる光と色

2020」の紹介があった．

以上，議題のすべてを終了したので，閉会を宣した．

以上


