
一般社団法人日本色彩学会 2020 年度（令和二年度）第 6 回理事会 議事録

【日時】 2021 年 2 月 13 日（土） 13:00 ～ 17:55
【場所】 Webex
【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［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

【欠席者（敬称略）】

理事  河本 健一郎

【配布資料】

・R2-6-1-1_(一社)日本色彩学会_2020 年度第 5 回理事会議事録（案）

・R2-6-2-1-1-1_役員選挙案内 2021
・R2-6-2-1-1-2_代議員選挙案内案-関東 2021
・R2-6-2-1-1-3_選挙の投票方法について-関東

・R2-6-2-1-1-4_代議員選挙案内案-東海 2021
・R2-6-2-1-1-5_選挙の投票方法について-東海

・R2-6-2-1-1-6_代議員選挙案内案-関西 2021
・R2-6-2-1-1-7_選挙の投票方法について-関西

・R2-6-2-1-2-1_理事会体制 2021 案

・R2-6-2-2-1-1_2021 年度学術コラージュ研究助成課題選考結果報告

・R2-6-2-2-1-2_CSAJ 学術コラージュ研究助成規程_改定案

・R2-6-2-2-1-3_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の改訂案

・R2-6-2-2-2-1_教育普及委員委嘱予定名簿

・R2-6-2-2-5-1_色彩データ・ライブラリ運用方針案（再提出）_2020213 理事会資料

・R2-6-2-2-5-2_利用内規

・R2-6-2-2-5-3_著作権委譲承諾書

・R2-6-2-3-1-1_第１回表彰委員会報告資料

・R2-6-2-4-1-1_2021 年度事業計画案

・R2-6-2-4-1-2_2021 仮組の予算 収入

・R2-6-2-4-1-3_2021 仮組の予算 支出

・R2-6-2-5-1-1_芝浦工業大学「カラーデジタルアート x 照明シンポジウム および ワークショッ

プ」（回答済）

・R2-6-2-5-1-2_日本光学会「第 46 回光学シンポジウム」（回答済）

・R2-6-2-5-2-1_第 49 回カラーコーディネーター検定試験委託料について



・R2-6-2-6-1-1_理事会資料 2020，第 6 回（個人情報削除）

・R2-6-2-6-1-2_令和 2 年度 会員資格喪失者一覧（2 年滞納）(210213 現在)
・R2-6-2-6-1-3_令和 2 年度 会員資格喪失者一覧（3 年滞納）(210213 現在)
・R2-6-2-6-1-4_令和 2 年度 会員資格喪失者一覧（不明）(210213 現在)
・R2-6-2-7-1-1_理事会スケジュール(R2)
・R2-6-2-8-1-1_2021 年度のリモートツール契約について

・R2-6-3-1-1-1_第 6 回理事会資料 （2021 年 2 月 13 日）

・R2-6-3-1-2-1_R2 年度研究会大会収支決算報告_20210205
・R2-6-3-2-1-1_日本色彩学会令和２年度第 4 回学会誌編集委員会議事録

・R2-6-3-2-1-2_R2_6 理事会_編集委員辞任報告

・R2-6-3-3-1-1_2020 年度東海支部第 6 回役員会議事録（2.13 理事会用）

・R2-6-3-3-2-1_令和２年度第 3 回役員会＆実行委員会議事録

・R2-6-3-3-2-2_CSAJ_NEWS-光学四学会講演会案内

・R2-6-3-3-2-3_CSAJ_NEWS-関西支部実践色彩講座 2021（第 2 報）

・R2-6-3-3-2-4_CSAJ_NEWS-令和２年度関西支部大会聴講参加者募集

・R2-6-3-3-3-1_201229 第 4 回関東支部役員会_議事録

櫻井理事が議事進行を務め，2020 年度（令和 2 年度）第 6 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 5 回理事会議事録（案）（資料 R2-6-1-1）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

・役員および代議員，支部役員の選挙について

櫻井理事より資料 R2-6-2-1-1-1，R2-6-2-1-1-2，R2-6-2-1-1-3，R2-6-2-1-1-4，R2-6-2-1-1-5，R2-6-2-
1-1-6，R2-6-2-1-1-7 に基づき説明があり，電磁的方法による投票を承認した．一両日中に高橋理事が選

挙規程の改正を文書化し，確認する．

・理事会体制案

篠田会長から資料 R2-6-2-1-2-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．

2-2 事業関連事項

・学術コラージュ研究助成審査結果

眞鍋副会長から資料 R2-6-2-2-1-1，R2-6-2-2-1-2，R2-6-2-2-1-3 に基づき説明があり，満場異議なくこ

れを承認した．応募の促進に関連して，過去の関連情報のリンクを学会 HP に残すよう，平井理事を中

心として，検討することとなった．

・教育普及委員会委員の承認

櫻井理事から資料 R2-6-2-2-2-1 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．委員の任期は，



本日から 2022 年の総会までとする．

・ICD について

下川理事からスケジュールの説明があり，満場異議なくこれを承認した．

・MIC の当選者決定のための会長による抽選

「白」の推薦者 9 名から，篠田会長による抽選で 6 名を選定した．

・色彩データ・ライブラリ運用について

高橋理事から資料 R2-6-2-2-5-1，R2-6-2-2-5-2，R2-6-2-2-5-3 に基づき説明があり，満場異議なくこ

れを承認した．

2-3 表彰関連報告

・新賞の設置について（表彰委員会報告）

眞鍋副会長から資料 R2-6-2-3-1-1 に基づき「色彩技術賞」と「色彩文化賞」について説明があり，審

議した．その結果，「色彩文化賞」の対象として「活動」だけではなく「デザイン」を明記するよう修正

し，承認した．

・学会賞候補者推薦

推薦状況等の現状を確認した．

2-4 財務関連事項

・2021 年度予算案について

西理事から資料 R2-6-2-4-1-1，R2-6-2-4-1-2，R2-6-2-4-1-3 に基づき説明があった．会員数減少にとも

なう収入減で 3 年連続赤字予算となる．来年度予算作成に向けて，財務の抜本的な対策が必要な現状を

研究会，編集委員会，支部と共有することとなった．財務状況分析の確度を高め，3 月 29 日に来年度予

算についての理事会を開催する．

石原支部長から検定試験対策講座と銘打てば集客が見込めるとの提案があり，山内副会長が関係団体

の許諾について確認することとなった．

2-5 総務関連事項

・協賛依頼

櫻井理事から資料 R2-6-2-5-1-1，R2-6-2-5-1-2 に基づき説明があり，満場異議なくこれを承認した．

・第 49 回カラーコーディネーター検定試験委託料について

櫻井理事から資料 R2-6-2-5-2-1 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 R2-6-2-6-1-1 に基づき，正会員加入 11 名，学生会員加入 2 名について審査を行い，満場異議な

くこれを承認した．退会 15 名，会員資格喪失 21 名，変更 4 名について報告があった．

今後，退会理由を理事会で共有すること，会勢の推移をグラフ化することが決まった．

2-7 理事会開催日程

来年度予算のための理事会を令和 3 年 3 月 29 日（月）（時間未定）に，令和 3 年度第 1 回理事会を令

和 3 年 6 月 6 日（日）13：00 に，いずれも遠隔で開催の予定．



2-8 その他

・2021 年度リモートツールの契約について

篠田会長から資料 R2-6-2-8-1-1 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

・収支報告

西理事から資料 R2-6-3-1-1-1 に基づき 2 月時点の収支報告があった．前回の理事会報告以後，会費の

納入，検定試験委託料等 150 万円程度の追加収入があった．支出は予定どおり行われている．

・研究会大会の決算報告

高橋理事から資料 R2-6-3-1-2-1 に基づき，191 名の参加，約 36 万円の黒字等の報告があった．

3-2 委員会・WG 報告

・編集委員会

木村理事から資料 R2-6-3-2-1-1，R2-6-3-2-1-2 に基づき，報告があった．

・教育普及委員会

下川理事から，ICD の申し込み者数 70 名（会員 60 名，非会員 10 名），色彩講座の準備状況について

報告があった．

・第 52 回全国大会実行委員会

東監事から進捗状況の報告があった．発表奨励賞の年齢制限について，30 歳を超える学生会員から問

い合わせがあり，学生会員に対する年齢制限の適用について，今後検討することとなった．

・会誌改革 WG
木村理事から，坂本主査を中心とした会誌電子化の進捗について報告があった．

・財政再建 WG
前回理事会報告以後，追加報告なし．

・色彩データ・ライブラリ検討 WG
審議事項（2-2 事業関連事項）参照

3-3 支部報告

・東海支部

石原支部長から資料 R2-6-3-3-1-1 に基づき，講習会，ヤングセミナー等について報告があった．

・関西支部

石田支部長から資料 R2-6-3-3-2-1，R2-6-3-3-2-2，R2-6-3-3-2-3，R2-6-3-3-2-4 に基づき，関西支部大

会，実践色彩講座等について報告があった．

・関東支部

東監事から資料 R2-6-3-3-3-1 に基づき，第 4 回および第 5 回支部役員会について報告があった．

以上，議題のすべてを終了したので，閉会を宣した．

以上


