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●第36回学生論文賞募集

OR学会の発展は，将来の優秀なOR研究者および
OR実務担当者の養成いかんにかかっています．その
一助として，ORに対する学生の関心を高め，かつ大
学におけるOR関係学科間での情報交流にも役立てる
ため，学生会員の卒業論文，修士論文の中から，毎年
優秀なものを選び，「日本OR学会学生論文賞」とし
て昭和58年度より表彰しております．
対象は，学部の卒業論文，または大学院の修士論文
とします．毎年5編程度を表彰する予定です．指導教
員，学生がともに本学会員であることが必要です．卒
業論文・修士論文の指導にあたっておられる教員の
方々には，積極的にご推薦くださいますよう，お願い
いたします．

（表彰委員会）
応募方法：
（1） 正会員である指導教員の推薦状1部を，指導教員

から送付してください．
＊ 推薦状は，学会WEB　http://www.orsj.or.jp/

whatisor/award7.htmlよりダウンロードして
ください．

（2） 卒業論文あるいは修士論文の論文，および論文
要約のファイルを，学生から提出してください．
＊  PDFのファイル名は，それぞれ次のように執
筆者の名前入り，英文字としてください．

・論文「Thesis_Yamada_Taro.pdf」
・ 論文要約（A4判 2枚）「Abstract_Yamada_

Taro.pdf」
応募学生の資格：2018年3月に学部を卒業，あるい
は修士課程を修了する会員で，引き続き学生会員あ
るいは正会員である者．
応募締切：2018年3月31日
送付先：学会事務局E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
（表彰委員会宛）
表　彰：受賞者には，OR学会研究発表会その他適当
な機会に表彰し，受賞論文の要約をOR誌に掲載し
ます．

● 2018年春季シンポジウム（第78回）

日　程：2018年3月14日（水）
場　所：東海大学 高輪キャンパス（東京都港区高輪

2–3–23）2B-101大講義室
テーマ：「データサイエンスの現在（いま）」
実行委員長：朝日弓未（東海大学）
シンポジウムHP：http://www.orsj.or.jp/～nc2018s/

index.php/symposium/
プログラム：
講演1：田島玲氏（ヤフー株式会社　Yahoo! 

JAPAN研究所）
「ログからの機械学習とバイアスへの対処」
講演2：加藤公一氏（シルバーエッグ・テクノロ
ジー株式会社）
「機械学習のマーケティングへの応用とその注意
点」

講演3：長谷川孝博氏（静岡大学　情報基盤セン
ター）
「データサイエンスを支える学術情報基盤の昨今」
講演4：神谷直樹氏（統計数理研究所）
「データサイエンティスト育成に関する現状と展望」
講演5：宇野毅明氏（国立情報学研究所）
「抽象化による理解しやすいデータ解析への展望」

事前振込参加費（3/5（月）締切）：
正会員・賛助会員：3,000円
学生会員：1,000円
非会員：4,000円
＊非会員の学生の事前振込みはありません．
＊OR誌1月号綴じ込みの振替用紙をご利用くださ
い．当日は，アイウエオ順の受付になります．参
加費受領メールの送信はありませんので，振替用
紙の半券を保管ください．

＊欠席の場合，参加費の返金はできません．シンポ
ジウム予稿集をお送りします．

正会員特典利用：3/5（月）締切 
2018年度年会費納入済み個人正会員は，2018年春
シンポジウムに無料で参加できます．研究発表会にも
参加の場合は，上記の振替用紙の「正会員無料特典利
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用」を○で囲んでください．シンポジウムのみ参加の
場合は，「正会員特典利用によるシンポジウム参加」
を事務局宛にメールでお申込みください．
当日受付参加費：
正会員・賛助会員：4,000円
学生会員：2,000円
非会員学生：2,000円
非会員：5,000円
＊学生の方は受付で学生証の提示をお願いします． 
協賛学会（正会員と参加費同額）：
・日本経営工学会（JIMA）
・日本品質管理学会（JSQC）
・日本信頼性学会（REAJ）
・研究・イノベーション学会（JSRPIM）
・日本設備管理学会（SOPE-J）
・経営情報学会（JASMIN）
・プロジェクトマネジメント学会（SPM）
参加費関連問合せ先 

OR学会事務局　E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp

● 2018年春季研究発表会

日　程：2018年3月15日（木）～16日（金）
場　所：東海大学 高輪キャンパス
（東京都港区高輪2–3–23）
テーマ：「発想の転換で広がるOR」
実行委員長：松井泰子（東海大学）
研究発表会HP：http://www.orsj.or.jp/～nc2018s/
特別講演（1）：3月15日（木）
秋山　仁（東京理科大学 理数教育研究センター長）
「発想の転換で不可能を可能に」
特別講演（2）：3月16日（金）
青山幸恭（綜合警備保障株式会社代表取締役社長）
「多様化するリスクに対応する安全・安心サービス」
事前振込参加費（3/5（月）締切）：
正・賛助会員：6,000円
学生会員：1,000円
非会員：8,000円
＊非会員の学生の事前振込みはありません．
＊OR誌1月号綴じ込みの振替用紙をご利用くださ
い．当日は，アイウエオ順の受付になります．参
加費受領メールの送信はありませんので，振替用
紙の半券を保管ください．
＊欠席の場合，参加費の返金はできません．アブス
トラクト集をお送りします．

非会員の方，振替用紙をご利用でない方の申し込みと
振込先
メールタイトル「研究発表会参加費振込」
お名前，ご所属先，正会員／賛助会員／協賛学会員／
学生会員／非会員，お支払い日を記入して日本OR
学会事務局　E-mail：jimukyoku@orsj.or.jp
までご連絡のうえ，下記口座にお振込みください．
みずほ銀行根津支店（店番号235）普通1530801
口座名：公益社団法人日本オペレーションズ・リ
サーチ学会
シヤ）ニホンオペレーションズリサーチガツカイ

登壇料：非会員（非会員学生を含む）の方が研究発表
をする場合，参加費と別途，登壇料2,000円／件を
頂戴いたします．（事前振込，当日お支払い同額で
す．）
当日受付参加費：
正・賛助会員：7,000円
学生会員：2,000円
非会員学生：2,000円
非会員：10,000円
＊学生の方は，受付で学生証の提示をお願いします．

懇親会
日時：2017年3月15日（木）発表会終了後
事前振込参加費（3/5（月）締切）：一律5,000円
当日受付がある場合の参加費：一律6,000円
（懇親会は，原則，事前振込を予定しています．）

賛助会員の方へ：
1口につき1名様が研究発表会に無料でご参加でき
ます．賛助会員受付にて名刺をご提示ください．
（事前の参加連絡は不要です．）ご参加者様について
は，社内で調整をお願いいたします．ご欠席の場合
は研究発表会アブストラクト集をお送りします．

企業展示：募集中
協賛学会（正会員と参加費同額）：
・日本経営工学会（JIMA）
・日本品質管理学会（JSQC）
・日本信頼性学会（REAJ）
・研究・イノベーション学会（JSRPIM）
・日本設備管理学会（SOPE-J）
・経営情報学会（JASMIN）
・プロジェクトマネジメント学会（SPM）
参加費関連問合せ先：

OR学会事務局　E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
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●  2018年秋季シンポジウム（第79回）

日　程：2018年9月5日（水）
場　所：名古屋市立大学
実行委員長：茨木　智（名古屋市立大学）

● 2018年秋季研究発表会

日　程：2018年9月6日（木）～7日（金）
場　所：名古屋市立大学
実行委員長：田地宏一（名古屋大学）

●研究部会・グループ開催案内

〔待ち行列研究部会〕
部会URL：http://www.orsj.or.jp/queue/
・第273回
日　時：2018年2月17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）「利用者の戦略を考慮した待ち行列モデルについ

て」
佐久間　大（防衛大学校）

（2）「確率セルオートマトンモデルによるセルロース
の酵素分解ダイナミクスの解明」
江崎貴裕（JSTさきがけ）

問合せ先：幹事　佐久間　大（防衛大学校）
E-mail: sakuma@nda.ac.jp

〔危機管理と防衛のOR〕
・第9回
日　時：2018年2月6日（火）15 : 00～18 : 00
場　所：政策研究大学院大学研究会室4B

（東京都港区六本木7–22–1）
テーマと講師：
（1）「巡回経路選択問題と警備員配置問題に関する幾

つかの試み」
宝崎隆祐（防衛大学校）15 : 00～16 : 00）

（2）「都市の警備配置問題を高速に解く数理手法」
岩下洋哲（（株）富士通研究所）16 : 00～17 : 00

（3）「動的警備計画に対する3つの定式化」
吉良知文（群馬大学）17 : 00～18 : 00

問合せ先：幹事　片山隆仁
E-mail: katayama@ksj.biglobe.ne.jp

●新宿OR研究会

〔第375回〕
日　時：2018年2月20日（火）12 : 00～14 : 00
講　師：谷本　健（ビープル（株））
テーマ：大企業での新分野事業開発における課題
場　所：OR学会事務局会議室
（千代田区岩本町1–13–5　サン・チカビル7F）
http://www.orsj.or.jp/members/inquiry2.html

参加費：2,000円（昼食代を含みます．事前にメール
にてお申込みください．）
問合せ先：日本OR学会事務局

E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp

●他学協会協賛案内

＊OR学会が，共催・協賛・後援する大会やシンポジ
ウムの情報です．参加費など，詳しくは主催学会に
お問い合わせください．

・日本ソーシャルデータサイエンス学会第4回シンポ
ジウム

日　時：2018年3月5日（月）
テーマ：データ活用最前線
場　所：中央大学後楽園キャンパス5号館2階5233
教室

主　催：日本ソーシャルデータサイエンス学会

・第7回データビジネス創造コンテスト～Digital In-

novators Grand Prix（DIG）7～
テーマ： 和食文化による価値創造
内　容： 消費者のクチコミデータを活用した和食文
化の価値を創造する施策を提案

主　催： 慶應義塾大学SFC研究所データビジネス創
造・ラボ 

締　切：2018年2月18日 
WEB：http://dmc-lab.sfc.keio.ac.jp/dig7/

●研究助成案内

＊詳細は各財団のWEBおよび，OR学会WEBの「助
成案内」をご覧ください．

・鹿島学術振興財団　国際研究集会援助プログラム
対　象：2018年4月1日～2019年3月31日に開催さ
れる国際会議
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WEB：http://www.kajima-f.or.jp/
問合せ先：（公財）鹿島学術振興財団　上山（かみやま）
あゆみ

TEL: 03–3584–7418（7–231240）　FAX: 03–5561–
2016

E-mail: kamiyama@kajima-f.or.jp

●新入会員（2017年12月理事会承認分）

―正会員―
吉田　悠一 国立情報学研究所
中野　暁 （株）インテージ

曽根　孝典 STI経営研究所

―学生会員―
李　　翔 拓殖大学
小泉　涼 諏訪東京理科大学（中部支部）
谷山　穂乃花 北九州市立大学（九州支部）
田中　奈津美 北九州市立大学（九州支部）
味野　巧 東北大学（東北支部）
鈴木　宏和 エディンバラ大学（中国・四国支部）

＊支部表記のない方は本部所属です．
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2018年度年会費納入のお願い

2018年度（2018年3月1日～2019年2月28日）
年会費の請求書を11月に発送しました．このゆう
ちょの支払取扱票は，2018年1月以降もご使用可
能です．
大学または，会社宛の請求書が必要な場合は，以

下をメールにて事務局にお知らせください（会員
氏名，請求金額，請求書宛名（個人名／法人名／
法人名＋個人名）請求書の日付指定の有無，様式
の指定…請求書／見積書／納品書，指定用紙など）．

OR学会の事業年度は3月～翌年2月までです．

年会費専用振込み口座

みずほ銀行 根津支店（店番号235）普通1124744
口座名： 公益社団法人日本オペレー

ションズ・リサーチ学会
ｼﾔ） ﾆﾎﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾘｻｰﾁ 
ｶﾞｯｶｲ

郵便振替口座 00190–6–79492
口座名： 公社）日本オペレーション

ズリサーチ学会

ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）（店番号019）
当座　0079492
口座名： 公社）日本オペレーションズ

リサーチ学会

年会費（不課税）　正会員14,400円
　　　　　　　　 学生会員5,000円
　　　　　　　　 シニア会員7,200円
*手数料は払込人様ご負担でお願いします．
*お名前はフルネームでお書きください．

シニア会員について

正会員のうち，20年以上正会員を継続し，会費
を完納している60歳以上であり，定常収入を有し
ない方は，理事会の承認によりシニア会員になるこ
とができます．申請／承認後，翌年度よりシニア会
員となります．シニア会員の会費は7,200円です．

特別会員について

正会員のうち，身体障害者手帳をお持ちの方は，
その手帳の写しを事務局に提示していただくこと
により，特別会員として年会費半額の免除制度が
あります．申請／承認後，翌年度より特別会員と
なります．特別会員の会費は7,200円です．

年会費の口座振替（正会員）

年会費自動振替の方は2018年1月22日に「2018
年度年会費」を引き落としさせていただきました．

2018年3月ご卒業の学生会員の方へ

1）ご就職により正会員として会員継続希望の方へ
新所属先（郵便番号，住所，所属機関，所属部署，

電話番号，メールアドレス），新自宅住所，連絡先
メールアドレス（所属先／自宅）および，OR誌送
付先（所属先／自宅）を事務局にお知らせください．

2018年度の会費はそのままです．2018年11月に
2019年度正会員年会費14,400円の請求書を発送い
たします．
2）退会希望の方へ
退会理由（卒業，大学院修了等）を書いて，退

会届のメールを事務局に送ってください．

学生会員年会費無料化キャンペーン

OR学会では学会活性化の一環として，2013年
度から開始した「学生会員年会費無料化キャンペー
ン」を継続中です．
1）学生新入会希望で，かつ指導教員が正会員の方
は，学生会員年会費5,000円は無料となり，入会金
600円でご入会できます．
①WEBからの入会申込み
②入会金600円のお振込み
③指導教員様からの応募メール（「指導教員様の
お名前，ご所属，学生の方のお名前，ご所属，
メールアドレス」）

以上3点をもって，無料化受付が完了します．
2）学生新入会希望で，指導教員様が非会員の場合
は，「学生会員年会費無料化キャンペーン対象外」
となり，通常の年会費5,000円が必要となりますの
で，ご注意ください．

OR学会事務局

E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
〒101–0032 東京都千代田区岩本町1–13–5
サン・チカビル7F
TEL: 03–3851–6100, FAX: 03–3851–6055
*各種お届けは，メールにてご連絡ください．
（住所／所属先／メールアドレス／ OR誌送付先等
の変更，退会届）
会員氏名と新旧の変更内容をお書きください．


