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●平成24年度通常総会開催

定款第14条の定めにより，平成24年度通常総会を
下記の要領で開催いたします．代議員の皆様のご出席
をお願いいたします．なお，総会の議決権は代議員の
みですが，正会員は出席し意見を述べることができま
す．多数の皆様のご参加をお願いいたします．
日　時：平成24年4月27日 （金）16 : 15～17 : 00
場　所：（株）構造計画研究所　本所新館地下1階レク

チャールーム
（〒164–0011 東京都中野区中央4–5–3） 
丸の内線新中野駅　徒歩1分

総会次第：
1.　平成23年度事業報告の件
2.　平成23年度収支計算報告および監査報告の件
3.　平成24年度，25年度役員承認の件

●平成24–25年度会長候補者信任投票結果に
ついて

1985名の名誉会員･正会員に投票を依頼したとこ
ろ，投票期限2月29日までに，645票の投票があり，
3月1日選挙管理委員会にて開票いたしました．
有効投票644票の内，｢信任する｣ が639票で，過
半数を満たすため，会長候補者は信任されましたこと
を報告します．

選挙管理委員会 （監事） 宮沢政清　中川義之

●第４回「近藤賞」候補者募集

「近藤賞」は，日本OR学会創立50周年事業の一環
として創設されたものであり，ORの研究，普及また
は教育に傑出した業績を挙げた個人（またはグルー
プ）を表彰し，我が国のORの発展に資するとともに，
広くこの分野の社会における認知度を高めることを目
的としています．
このたび，下記の要領で第４回「近藤賞」受賞候補
者を募集いたしますので，ご推薦くださいますようお
願いいたします．
推薦方法：日本OR学会個人正会員および名誉会員に

よる推薦

提出書類：推薦理由書，被推薦者の略歴及び主要業績
一覧表（書式自由）

推薦対象者：ORの研究，普及，または教育のいずれ
かの分野で傑出した業績を挙げた日本人，
または日本を主たる活動の場とする人
（グループも可）

推薦締切：2012年7月31日（OR学会事務局宛
E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp ）

＊受賞者は近藤賞選考委員会において決定し，2013
年春のOR学会研究発表会で表彰を行い，受賞記念講
演をしていただく予定です．
なお，「近藤賞」は2年に1回程度の頻度で募集を

行う予定です．
※詳しくは学会WEB

http://www.orsj.or.jp/whatisor/award10.html
http://www.orsj.or.jp/~oldweb/Members/kondou.pdf　
をご覧ください．

（表彰委員会）

●フェロー推薦基準改訂のお知らせ

2012年度よりフェロー推薦基準が改訂されます．
旧推薦基準：
〈カテゴリーⅠ〉  学会賞 ｢文献賞（現研究賞）｣ 受

賞者で，受賞後5年以上経過し，
40歳以上で引き続き顕著な業績
を挙げている人

〈カテゴリーⅡ〉 副会長経験者
〈カテゴリーⅢ〉 永年功労者
新推薦基準：
フェロー被推薦者は原則として40才以上とする．
〈カテゴリーⅠ〉  学会賞 ｢研究賞｣ 受賞者で，引

き続き，顕著な業績を挙げてい
る人

〈カテゴリーⅡ〉 副会長経験者 ⇒ 変更なし
〈カテゴリーⅢ〉 永年功労者⇒ 変更なし
但し，以下を経過措置とする．
｢文献賞｣ 受賞者については，旧推薦基準を適用す
る．

（表彰委員会）
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●第68回シンポジウム

日　程：2012年9月11日 （火）
場　所：南山大学
実行委員長：鈴木敦夫（南山大学）

● 2012年秋季研究発表会

日　程：2012年9月12日 （水）～13日 （木）
場　所：Winc Aichi（名古屋駅前）
実行委員長：中出康一（名古屋工業大学）

●研究部会・グループ開催案内

〔意思決定法〕
・JSAHP 2012（Japanese Symposium on the Analyt-

ic Hierarchy Process 2012）
日　時：2012年4月21日 （土） 
場　所： 名城大学名駅サテライトMSAT名古屋駅前

桜通ビル13階ユニモール地下街4番出口すぐ）
主　催：日本OR学会　意思決定法常設研究部会
協　賛：名城大学，土木学会，日本感性工学会
プログラム：
・ オープニングセッション：10 : 00～12 : 30（日本，
台湾，韓国から計3名の招待講演）

・ 一般発表：13 : 30～17 : 00
参加費：5,000円（アブストラクト集を含む）
懇親会：18 : 00～
場　所：名城大学天白キャンパス　タワー 75　

レセプションホール
参加費：5,000円

実行委員長：木下栄蔵（名城大学）
問合せ先：jsahp@urban.meijo-u.ac.jp
部会URL　http://www.orsj.or.jp/queue/
＊詳細はOR学会ホームページ

http://www.orsj.or.jp/activity/sigannai.html#ishi
を参照してください．

〔待ち行列〕
・第232回 

日　時：2012年4月21日（土）14:00～17:00 
場　所：東京工業大学　大岡山キャンパス　西8号館

（W） 809号室
テーマと講師：
（1） 「ジニブル点過程に従って基地局が配置され

たセルラネットワーク・モデル」

三好直人（東京工業大学）
（2） 「半正定値計画を用いた確率モデルの解析」

恐神貴行（日本 IBM東京基礎研究所）
問合せ先：東京理科大学　小林正弘 

E-mail: m_kobayashi@is.noda.tus.ac.jp
部会URL：http://www.orsj.or.jp/queue/

〔サービスサイエンス〕
・第15回
日　時：2012年5月11日（金）13:30～16:30
場　所：筑波大学文科系修士A棟8A109教室
テーマと講師：
（1） 「筑波大学附属病院における患者入退院管理

のイノベーション」
鵜飼孝盛（筑波大学システム情報系）

（2） 「病院における入院モデルのマネジメント的
考察」
小林大高（名城大学薬学部臨床経済学教室）

（3） 「サービスのための市場設計，サービスとし
ての市場設計」
宮下和雄（産業総合技術研究所）

問合せ先：筑波大学システム情報系　高木英明
Tel: 029–853–5003
E-mail: takagi@sk.tsukuba.ac.jp

●新宿OR研究会案内

〔第317回　新宿OR研究会〕
日　時：2012年4月17日 （火） 12 : 00～14 : 00 
テーマ：「エネルギーシステムの発展とスマートグ

リッド」
講　師：池田裕一氏（東京大学生産技術研究所 特任

准教授）

〔第318回　新宿OR研究会 〕
日　時：2012年5月15日 （火） 12 : 00～14 : 00 
テーマ：「サイバーセキュリティの最近の動向」
講　師：山内　正氏（（株）シマンテック総合研究所 

代表取締役社長）
*以下は各回共通．
場　所：東天紅会議室（新宿センタービル53F）
参加費：3,000円（事前にメールにてお申し込みくだ

さい．） 
問合せ先：日本OR学会事務局

E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
TEL 03–3851–6100
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●平成24年度年会費納入のお願い（事務局）
平成24年度年会費の請求書を11月に発送いたしま

した．お早めにご入金くださいますようお願いい

たします．

＊OR学会の事業年度は3月～翌年2月までです．

---------------------------------------------

預金口座自動振替の方は2012年1月20日に引き落

としが終わりました．来年度からの預金口座振替

の新規お申込み，ご変更や中止をご希望の方は，

下記までメールにてご連絡ください．（正会員の

み）

---------------------------------------------

年会費についてのお問合せ先 （会員業務窓口）

Tel: 03–5389–0235

Email: orsj-post@bunken.co.jp

●新入会員（2012年2月理事会承認分）

̶賛助会員A種̶
＊（株）みずほコーポレート銀行
＊（株）日立製作所

―正会員―
＊小林　知行 （株）ミスミグループ本社

―学生会員―
＊谷藤　宰 早稲田大学
＊中村　渉 東京理科大学
＊辻　広志 関西学院大学〔関西支部〕
＊菅澤　清久 東京理科大学
＊傅　靖 東京工業大学
＊山西　宏宜 関西学院大学〔関西支部〕
＊崔　唯爛 筑波大学大学院
＊伊藤　彰宏 電気通信大学
＊梶　貴紘 慶應義塾大学

＊支部表記のない方は本部所属です．


