一般社団法人日本色彩学会 2020 年度（令和 2 年度）第 4 回理事会 議事録

【日時】

2020 年 10 月 3 日（土） 9:30 ～ 13:15

【場所】

Webex 利用による遠隔会議

【出席予定者（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［記録］
，木村 敦，櫻井 将人，下川 美知瑠， 髙橋 晋也，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
【欠席予定者（敬称略）】
理事

河本 健一郎

【配布資料】
・R2-4-1-1_(一社)日本色彩学会_2020 年度第 3 回理事会議事録（案）20200831 修正
・R2-4-2-1-1-1_CSAJYakuinoyobiDaigiinsenkyoKitei20150401
・R2-4-2-1-1-2_ニューズ 9 月号会告

選挙会告 2021 年

・R2-4-2-1-2-1_2020 年度理事候補推薦について
・R2-4-2-1-2-2_2020 年度第 1 回理事会資料_役員の推薦候補者選定に関する内規
・R2-4-2-2-1-1_2020 学会賞会告案
・R2-4-2-2-2-1_学術コラージュ会告案
・R2-4-2-2-2-2_2021 年度日本色彩学会学術コラージュ研究教育助成課題募集要項
・R2-4-2-2-2-3_2021 年度日本色彩学会学術コラージュ研究助成申請書
・R2-4-2-3-1-1_東商からの依頼
・R2-4-2-3-2-1_201003CSAJ 理事会_広報関連
・R2-4-2-3-3-1_ニューズ原稿（色彩データ・ライブラリ）第 1 報
・R2-4-2-3-4-1_ICD_2021 学会誌告知原稿 2
・R2-4-2-3-4-2_「MIC 2020」告知文書
・R2-4-2-3-4-3_「MIC 2020 」投票用紙
・R2-4-2-3-4-4_色彩賞について
・R2-4-2-3-5-1_コロナ禍による影響アンケートのお願い
・R2-4-2-5-1-1_日本オプトメカトロニクス協会「画像情報処理と機械学習」技術講座（回答済）
・R2-4-2-5-1-2_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（回答
済）
・R2-4-2-5-1-3_日本光学会「Optics & Photonics Japan 2020」（回答済）
・R2-4-2-6-1-1_理事会資料 2020，第 4 回（個人情報削除），2020 年度

学生グループ入会者名簿５

（堀内・平井研究室）
・R2-4-2-6-1-3_令和 2 年度 会費未納者一覧（2 年滞納）(201003 現在)
・R2-4-2-6-1-4_令和 2 年度 会費未納者一覧（3 年滞納）(201003 現在)
・R2-4-2-6-1-5_令和 2 年度 不明者一覧(201003 現在)
・R2-4-2-7-1_理事会スケジュール(R2)
・R2-4-2-8-1-1_2020 年委員会名簿_20201003
・R2-4-2-8-1-2_2020 年度委嘱状_委員
・R2-4-3-1-1_第 4 回理事会資料 （2020 年 10 月 3 日）
・R2-4-3-2-1-1_特集_with コロナと色彩 200918
・R2-4-3-2-3-1_2020 年度第 2 回財政再建 WG 議事録案 0927
・R2-4-3-2-4-1_研究会大会第４回実行委員会議事録
・R2-4-3-3-1-1_2020 年度東海支部第 4 回役員会議事録（理事会用）
・R2-4-3-3-2-1_200828 第 2 回関東支部役員会＿議事録_案
櫻井理事が議事進行を務め，2020 年度（令和 2 年度）第 4 回理事会の成立と開会を宣した．
（理事：出席 11 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 3 回理事会議事録（案）（資料 R2-4-1-1）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
・日程の確認
櫻井理事より資料 R2-4-2-1-1-1，R2-4-2-1-1-2 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．
・次年度理事の推薦候補について
篠田会長から資料 R2-4-2-1-2-1，，R2-4-2-1-2-2 に基づき説明があり，各理事・監事から推薦候補を挙
げた．支部からの理事候補の報告期限は，11 月末日とした．
2-2 表彰関連事項
・学会賞会告案
眞鍋副会長から資料 R2-4-2-2-1-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．歴代の学会賞，
論文賞等受賞者を学会 HP に掲載する予定．
・2021 年度学術コラージュ課題募集について
眞鍋副会長から資料 R2-4-2-2-2-1，R2-4-2-2-2-2，R2-4-2-2-2-3 に基づき説明があり，満場異議なくこ
れを承認した．昨年度より申請締切りが早い旨，明示的に告知することとなった．
2-3 事業関連事項
・東商からの要請事項
山内副会長から資料 R2-4-2-3-1-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．他の賛助会員

から類似の依頼があった場合，対応の一貫性に留意することを確認した．
・広報関連の新規取り組みについて
平井理事から資料 R2-4-2-3-2-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．Twitter の活用，
イベントカレンダーの整備に着手し，会員間のコミュニケーションツールについては引き続き検討する
こととなった．
・『色彩データ・ライブラリ』構想について
髙橋理事から資料 R2-4-2-3-3-1 に基づき説明があった．ニューズ 11 号掲載原稿案を一部修正し，承認
した．本格運用は，令和 3 年 4 月の予定．
・ICD，MIC，色彩賞に関して
下川理事から資料 R2-4-2-3-4-1，R2-4-2-3-4-2，R2-4-2-3-4-3，R2-4-2-3-4-4 に基づき説明があり，満
場異議なくこれを承認した．ICD の会場は未定，MIC の募集開始は 10 月 15 日とし，メールニュース配
信と同期させることを確認した．色彩賞の詳細は，引き続き WG で検討することとなった．
・With コロナのアンケートに関して
下川理事から資料 R2-4-2-3-5-1 に基づき説明があった．コロナの影響をより具体的に問う内容に修正
することで承認した．
2-4 財務関連事項
・次年度予算案提出依頼について
西理事が今年度の収支見込みに基づき予算案作成の指針を提案し，篠田会長から各支部・委員会・研究
会に依頼することとなった．
2-5 総務関連事項
・協賛依頼
櫻井理事から資料 R2-4-2-5-1-1，R2-4-2-5-1-2，R2-4-2-5-1-3 に基づき説明があり，満場異議なくこれ
を承認した．
2-6 入会審査
資料 R2-4-2-6-1-1 に基づき，学生グループ会員加入 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 5 名，変更 4 名について報告があった．
2-7 理事会開催日程
資料 R2-4-2-7-1 に基づき検討し，第 6 回の理事会は，令和 3 年 2 月 13 日（土）の午後，対面形式で開
催と決定した．場所は未定．
2-8 その他
・各委員会の委員の承認と HP 掲載に関して
櫻井理事から資料 R2-4-2-8-1-1，R2-4-2-8-1-2 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．
3．報告事項
3-1 財務報告

西理事から資料 R2-4-3-1-1 に基づき報告があった．前回の報告から大きな変化はない．
3-2 委員会報告
・学会誌 11 月号 With コロナ特集及び日本視覚学会との連携企画について（編集委員会）
木村理事から資料 R2-4-3-2-1-1 に基づき報告があった．視覚学会と連携して視覚実験における感染対
策についてのアンケートを行う．
・色彩学会将来構想委員会 web 会議（9/17）
櫻井理事から会議の概要について報告があった．引き続き委員会で検討していく．
・財政再建 WG（9/27）
岩井理事から資料 R2-4-3-2-3-1 に基づき報告があった．現在の会勢は，1992 年度の水準であり，当時
と比較してセミナー参加費の収益が減少しているとのこと．
・研究会大会第 4 回実行委員会
髙橋理事から資料 R2-4-3-2-4-1 に基づき報告があった．参加費を含め予算案は理事会と共有すること
が望ましい旨，鈴木監事から助言があった．
3-3 支部報告
・東海支部
石原支部長から資料 R2-4-3-3-1-1 に基づき報告があった．
・関東支部
岩井理事から資料 R2-4-3-3-2-1 に基づき報告があった．
・関西支部
石田支部長から，実践色彩講座 2020，支部大会等について報告があった．
3-4 その他
・遠隔会議について
個人のアカウントを使用して委員会等の遠隔会議を行った場合は，経費は学会に請求してほしい．
（篠
田会長）
事務局の PC のバックアップ機材の準備および遠隔会議に関連する事務局員の拘束の問題改善につい
て，事務局担当理事と財務担当理事で検討するとともに，委員会等関係各所に現状の報告と遠隔会議ツ
ールのアカウント取得を推奨する文書を篠田会長から出すこととなった．
以上，議題のすべてを終了したので，閉会を宣した．
以上

