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● 2020年度支部紹介

＊各支部の詳細はOR学会WEB「支部紹介」ご覧く
ださい．
・北海道支部
支　部　長：長尾光悦（北海道情報大学）
支部事務局：斎藤 一（北海道情報大学）
・東北支部
支　部　長：古藤 浩（東北芸術工科大学）
支部事務局：金 正道（弘前大学）
・中部支部
支　部　長：柳浦睦憲（名古屋大学）
支部事務局：（株）シグマフィールド

・関西支部
支　部　長：滝根哲哉（大阪大学）
支部事務局：檀　寛成（関西大学）
・中国・四国支部
支　部　長：谷崎隆士（近畿大学）
支部事務局：宇野剛史（徳島大学）
・九州支部
支　部　長：宋  宇（福岡工業大学）
支部事務局：傅  靖（福岡工業大学）

●第8回「近藤賞」候補者募集

「近藤賞」は，2007年に日本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，わが国の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8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，被推薦者の略歴および主要業

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：2020年9月30日
推薦書送付先： 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，2021
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．

＊ 「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/whatisor/kondou.pdf
をご覧ください．

● 2020年秋季シンポジウム（第83回）

日　程：2020年8月26日（水）
場　所：北海道情報大学
実行委員長：西川孝二（北海道科学大学）

● 2020年秋季研究発表会

日　程：2020年8月27日（木）～28日（金）
場　所：北海道情報大学
実行委員長：加地太一（小樽商科大学）

●研究部会・グループ開催案内

〔待ち行列〕
第287回
日　時：2020年5月16日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） 「数理計画法を応用したパーフェクトサンプリン

グアルゴリズムの実装」
岡村 寛之（広島大学）

（2） 「超高密度無線ネットワークの空間確率モデルに
おける干渉場のスケール極限」
三好 直人（東京工業大学）
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●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．

・第28回春季信頼性シンポジウム
日　程：2020年6月1日（月）13 : 00～19 : 00（時間
は予定です）
場　所：一般財団法人日本科学技術連盟　東高円寺ビル
（杉並区高円寺南1–2–1）
主　催：日本信頼性学会
WEB：https://www.reaj.jp/modules/eguide/event.

php?eid=119

・第50回信頼性・保全性・安全性シンポジウム
日　程：2020年6月18日（木）～19日（金）
場　所：日本教育会館（東京都千代田区一ツ橋）
主　催：一般財団法人日本科学技術連盟
WEB：http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/

page/50rms

・2020年電気学会　電子・情報・システム部門大会
日　程：2020年9月9日（水）～9月12日（土）
場　所：富山県立大学　射水キャンパス
主　催：一般社団法人電気学会
WEB：http://denki.iee.jp/eiss/conf2020

・The 6th World Conference on Production and  

Operations Management- P&OM2020 Nara

日　程：2020年11月3日（水）～11月6日（金）
場　所：奈良春日野国際フォーラム
主　催：オペレーションズ・マネジメント&ストラ
テジー学会

WEB：https://jomsa.org/worldpom/

●新入会員（2020年4月理事会承認分）

―正会員―
リュウ ティエン シャン　　RIKEN AIP Center
尾崎 敦夫 大阪工業大学（関西支部）
皆川 　聡 三井倉庫ホールディングス（株）
中村 　翔 神奈川県立保健福祉大学

―学生会員―
小原 樹杏 東京理科大学
島井 祥行 筑波大学
小代 圭祐 筑波大学
髙瀬 　陸 筑波大学
松田 泰比都 静岡大学（中部支部）
酒井 瑠花 防衛大学校
増村 優哉 大阪大学大学院（関西支部）
宮内 　孝 電気通信大学
白川 　亮 東京理科大学
坂部 将大 名古屋大学（中部支部）
尾形 七海 早稲田大学
瀧本 修斗 名古屋大学（中部支部）
石塚 　天 九州大学（九州支部）
渡邊 彰久 筑波大学

―賛助会員―
ソフトバンク（株）
味の素（株）

＊支部表記のない方は本部所属です．
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2020年度年会費納入のお願い

2020年度（2020年3月1日～2021年2月28日）
年会費の請求書を11月に発送しました．支払取扱
票は，2020年1月以降もご使用可能です．
請求書が必要な場合は，必要事項（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）をメー
ルにて事務局へご連絡ください．

OR学会の事業年度は3月～翌年2月です．

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） ニホンオペレーショ
ンズリサーチガッカイ

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．
* 所属機関からお支払の場合は，対象の個人会員名
と所属機関を事務局にお知らせください．

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．

年会費の口座振替日変更のお知らせ

年会費自動振替の方は2020年2月20日（木）に
引き落としました．

2020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．
2）退会希望の方へ
退会理由（卒業，大学院修了等）を書いて，メー

ルにて事務局へご連絡ください．

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

〒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
E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
*各種お届けは，会員氏名と新旧の変更内容を明記
して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）


