
日本色彩学会関東支部総会 2021 年 4 月 10 日(土)   Web 開催 

 

 
 
議題 

第一号議案 2020年度事業報告承認の件 

第二号議案 2020年度収支決算報告承認の件 

第三号議案 2021年度事業計画承認の件 

第四号議案 2021年度収支予算案承認の件 

第五号議案 2021年度役員改選について 

 

2020年度事業報告 

1. 総会 
2020 年 4 月 11 日 (土） Webexによるオンライン開催， 

出席者 43 名（委任状含む） 

 

2. 集会 
1） 矢口博久先生Judd賞受賞記念講演会 

「一人ひとりの表色システム」 

矢口博久氏（千葉大学名誉教授） 

（2020年 8 月 29 日，Web開催，参加者 98 名） 

http://color-science.jp/wp-
content/uploads/2020/09/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%
89%B2%E5%BD%A9%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E9%96
%A2%E6%9D%B1%E6%94%AF%E9%83%A8-
2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%AC%9B%E6%BC%
94%E4%BC%9A0829%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%A0
%B1%E5%91%8A%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%89%8
8.pdf 

2） ダ・ヴィンチ没後500 年「夢の実現」展 講演会 

「レオナルド作品の帰属判定とヴァーチャル復元」 

池上英洋氏（東京造形大学教授） 
（2020 年10 月18 日，八王子学園都市センター，参加者  
67 名） 
https://color-science.jp/wp-
content/uploads/2020/11/%E3%83%80%E3%83%BB%E3
%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%81%E6%B
2%A1%E5%BE%8C500%E5%B9%B4%E3%80%8C%E5
%A4%A2%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3
%80%8D%E5%B1%95-%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4
%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%A0%B1%E5
%91%8A.pdf 

 

3. 役員 
支部長：東 吉彦 

幹 事：荒木紀久子，井澤尚子，岩井 彌，鈴木香穂里， 

遠山令子，中島由貴，名取和幸，平井経太， 

光武智子，若田忠之 

監 事：小松原仁 

顧 問：北畠 耀，鈴木恒男，永田泰弘，松田陽子，棟方明博 

 

4. 会議 

1） 関東支部役員会 

第１回：2020年 6月17日（Web開催） 

 第２回：2020年 8月28日（Web開催） 

 第３回：2020年 11月17日（Web開催） 

 第４回：2020年 12月29日（Web開催） 

 第５回：2021年 1月15日（Web開催） 

第６回：2021年 2月16日（Web開催） 

第７回：2021年 4月10日（Web開催） 

 

2） 第52 回全国大会実行委員会（関東支部 協力） 

委員長：市原恭代 

委  員：東 吉彦，荒木紀久子，井澤尚子，岩井 彌， 

小松原仁，鈴木香穂里，遠山令子，中島由貴， 

永田泰弘，名取和幸，平井経太，光武智子， 

棟方明博，八木橋生輔，吉澤陽介，若田忠之 

会  議  

第１回：2020年 11月 17日（Web開催） 

第２回：2020年 12月 15日（Web開催） 

第３回：2021年  1月 15日（Web開催） 

第４回：2021年  2月 22日（Web開催） 

第５回：2021年  3月 30日（Web開催） 

 

5. 関東支部メールマガジン 
EAST - COLOR newsletter No. 116～No.126 全 11号発行 

 

2020年度収支報告 
■ 収入の部 ［単位：円］ 

科目 予算 決算 

支部交付金 350,000 350,000 
負担金収入 255,000 0 

  支部大会収入 65,000 0 
  講演会収入 100,000 0 
  講習会（ワークショップ）収入 90,000 0 
  見学会収入 0 0 
雑収入 0 0 
受取利息 0 2 

収入合計 605,000 350,002 
 

 ■支出の部       ［単位：円］ 

科目 予算 決算 

交通費 72,000 1,590 
通信運搬費 5,300 4,548 
消耗品支出 50,020 1,320 
印刷支出 65,450 240 
会議費 122,000 33,000 

 会場費（講演会・シンポジウム等） 84,000 33,000 
会場費（支部役員会・監査等） 14,000 0 
会議費 24,000 0 

諸謝金 250,000 109,000 
  講師謝金 130,000 20,000 
  事務費 120,000 89,000 
源泉税預り金 28,425 2,274 
雑支出 11,805 4,320 

  見学会入館料 0 0 
  雑支出 11,805 4,320 

支出合計 605,000 156,292 
残(本部返金) 0 193,710 

 

■運営準備金        ［単位：円］ 

   2020 年度運営準備金  2,428,190 
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監査報告 

関東支部監事 小松原 仁 

 

 
 

 

2021年度事業計画（案） 

1. 総会 
2021 年 4 月 10 日（土） Web 開催 

 

2. 集会 
１)公開シンポジウム 
－スライド作成における色彩とデザイン－ 

有料 1,000 円  80 名 

2)講演会  1 回 有料 2,000 円  70 名 

3)講習会  1 回 有料 3,000 円  30 名 
 

3. 会議 
１)関東支部役員会 6 回程度 

２)その他，円滑な事業実施のために，必要に応じ委員会を設置す

る． 

 

4. 関東支部メールマガジン 
EAST - COLOR newsletter 発行（毎月１回，継続） 

 

 

 

 

 

2021年度収支計画（案） 

■収入の部 ［単位：円］ 

科目 予算 

交付金 200,000 
負担金収入 310,000 

 公開シンポジウム収入 80,000 
講演会収入 140,000 
講習会収入 90,000 
見学会収入 0 

雑収入 0 
受取利息 0 

収入合計 510,000 
 

■支出の部 ［単位：円］ 

科目 予算 

交通費 24,000 
通信運搬費 2,000 
消耗品支出 34,748 
印刷支出 33,000 
会議費 60,000 

 会場費（講演会・シンポジウム等） 60,000 
会場費（支部役員会・監査等） 0 
会議費 0 

諸謝金 270,000 
 講師謝金 160,000 

事務費 110,000 
源泉税預り金 18,189 
雑支出 68,063 

 見学会入館料 0 
雑支出 68,063 

支出合計 510,000 
 

■運営準備金        ［単位：円］ 

   2021 年度運営準備金  2,428,190 
 

 

2021年度支部役員 
 

幹 事 東  吉彦 東京工芸大学 

荒木紀久子 K's color design works 

井澤 尚子 東京家政学院大学 

岩井  彌 パナソニック 

鈴木香穂里 イメージコンサルタント 

遠山 令子 群馬のcolor 風 

中島 由貴 女子美術大学 

名取 和幸 日本色彩研究所 

平井 経太 千葉大学大学院 

光武 智子 デザインコンサルタント 

若田 忠之 早稲田大学 

監 事 小松原 仁 日本色彩研究所 

顧 問 北畠  耀 文化学園大学名誉教授 

 鈴木  恒男 慶應義塾大学名誉教授 

 永田  泰弘 カラーコンサルタント 

 松田  陽子 Colour Institute MeMe／ミーム 

 棟方  明博 元資生堂 
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