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1970年度総会および研究発表会

開催のお知らせ

1.' '総会および研究発表会

-ニヱ

(イ)日時 6 月 2 日(火) 9 時-18時総会・研

究発表会

6 月 3 日(水) 9 時-16時研究発表

A 
Zミ

刷会場:東医健保会館(新宿区南元町 4

T E L (352) 4311) 

2. 懇親会

(イ)日時 6 月 2 日(火)18時-20時

(ロ)会場:東医健保会館 3 階会議室

付会費: 1， 200円

3. 見学会

(イ)日時 6 月 4 日(木) 10時-16時

(ロ) 見学先:国鉄新幹線指令室及び首都高速道路

公団コントロール・センタ{

付定員: 60名

lニj 備考:交通費・中食は各自と負担下さい

4. 会員は返信はがきに各項記入のうえ 5 月 10 日

迄K学会宛御送付下きい.

5. なお研究発表され、る方は 4 月 10日までに講演題

自を学会宛お知らせ下さい.おりかえし規定の原

稿用紙をお送りします(規定の用紙以外のものは

使用できませんので御了承下さい). 

6. 研究発表のアブストラクトは上記原稿用紙 2 枚

以内にまとめて 5 月 10日までに学会宛お送り下さ

い(必着のこと). 

5th International Symposium 

on the 

Theory of Traffic Flow and Tran目portation

上記のシンポジウムが，パークレーのカリフォル

ニア大学で， 1971年 6 月 16-18日に開催される.参

加，発表論文についてのくわしいことは， Professor 

Adolf D. May, Co-Chairman, Fifth International 
Symposium on the Theory of Traffic Flow and 

Transportation, University of California, Division 

of Transportation Engineering, McLaughlin Hall, 

ース

~erkeley， California 94720, U.S.A. へ.

Conference on Education and 

Training on Operational Research 

上記のコンファレンスが， NATO の Scientific

Committee 主催によりイスタンブールで， 1970年

8 月 31 日から 9 月 4 日まで開かれる.詳細について

は至急学会事務所へお間合わせ願いにい.

入退会(1969年12月 1 日現在の名簿発行より 1970年

4 月 27日まで 3 月 17日(第 5 回) 4 月 28日(第

6 回)理事会承認)

入会

〔賛助会員〕

(株)フジミック

代表者取締役社長西山栄蔵

連絡先取締役第一事業本部長沖野泰司

日本電信電話公社北海道電気通信局

代表者経営調査室長戸田正司

連絡先経営調査室調査役甲本彰彦

日本電気株式会社

代表者社長小林宏治

連絡先技術管理部

〔通常会員〕 秋山，光(日本勧業角丸証券側機械化

推進室)・今岡仁志(九州工業大学生産工学研究

室)・石橋一恭(日本電信電話公社 データ通信本

部)・忍田和良(日通総合研究所 経済研究部)・

小倉正美(目立電子側)・岡国勝利(日本電気側デ

ータ通信システム事業部)・大谷惣衛(日本電気附

情報処理営業第一本部)・岡田圭可(日本国有鉄道

審議室)・栗原義則(麻生セメント側経理部管理

課)・久保一郎(日本アイ・ピー・エム側教育部教

育一課)・熊谷道一(東京芝浦電気附総合研究所)・

佐久間章行(青山学院大学 経営工学科)・坂井直

美(目立金属側社長室システム部)・沢村昭治(京

都市役所職員局計算センター)・坂野進(日本

ユニパック総合研究所側)・椎名 猛(旭硝子側研

究所 No 1.グループ)・白井弘恭(日本電気附情

報処理営業第一本部)・鈴木 充(中部電力関情報

処理センター設計課)・高森寛 (University of 

Pennsylvania) ・高柳実((社)中部産業連盟中
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部産業合理化研)・露木 朗(日本電気側資材部)・

鶴田 実(日本電気附コンピュータ事業部)・豊田

典男(日本電気附電通営業本部)・中原清志(鳥取

大学 土木工学教室)・長井幹夫(日本勧業角丸証

券闘機械化推進室)・長谷 彰(日本科学技術研修

所電算機センター)・野崎 明(日本勧業角丸証

券附事務部計算課)・萩原健男(川崎市水道局 工

務部企画課)・原省悟(名古屋鉄道側)・馬場勇

(藤田組技術開発センター)・坂広政(三井石

油化学工業側)・平田直文(日本電気附コンピュー

タ事業部)・福島雪男(日本電気附情報処理営業第

一本部)・前田忠昭(東京瓦斯側)・町田孝道(閥コ

ンピュータシステムズサービス)・丸山 直(松代

高等学校)・松崎久徳(日本電気附電磁機器事業

部)・三重野博司(東京理科大学経営工学科)・

森浩一(北辰電機製作所 システム技術部門)・

森迫春夫(鴻池運輸附和歌山支店改善課)・山本英

孝(東京芝浦電気附電算、ンステム技術部)・山下義

通(テクノ・システム側)・山口 治(日本電気附

データ通信システム事業部)・吉田秀夫(日本電気

掛経営情報システム本部)・和田敏洋(閥福井情報

処理センター 業務課)・ Amilcar Dos Santos 

Goncalves (Universidade de Coimbra) ・ B.T.

O'Donald (Eastern Air Lines) ・ lohn Loo 

(Eastern Air Lines) ・ Krishan Lall Arya 

(Kurukshetra University) ・ T.S. Lin (Tatung 

Institute of Technology) ・ Parkash Lal Maggu 

(Kurukshetra University) 

〔学生会員〕 岡本吉晴(東京大学工学部計数工学
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科)・加藤豊(慶応義塾大学管理工学科)・木村

庄作(成媛大学工学部管理工学科)・菊池登悦

(電気通信大学経営工学科)・篠原昭(電気通

信大学 経営工学科)・鈴木登雄(電気通信大学

大学院)・中田友一(慶応義塾大学 管理工学科)・

福島知克(慶応義塾大学管理工学科)・藤崎哲之

助(東京大学工学部計数工学科)・宝川幸司(大

阪大学工学部通信工学科)

退会

〔名誉会員〕 目崎憲司

〔通常会員〕 池田敬二・小菌、井勝・熊谷昭行・檎

山啓吾・舟坂昌幸・白田耕作・白井良明・宮脇一

男・萱場隆・芳賀半次郎・吉田均・岩田章

・村上浩一・鈴木重徳・高橋 滋・長安智重・石

井実・志摩彰一・小野清・津田茂・平川紀

夫・白石勝巳・青木幹三・黒田美紀・景山 寛・

岡本二三雄・小崎将昭・関 弘一・清水平八郎

〔学生会員〕 脇坂勝久・追川 誠・太田勝敏

会員の皆様へお願い

次の方々は現在自宅住所・勤務先とも不明で学会

と音信不通になっています.住所又は勤務先を御存

じの方は学会宛消息をお知らせください.

〔通常会員〕 上品勝三・問中 甫・山村千春・下永

正明

〔学生会員〕 伊丹敬之・吉尾勝良

なお， “1969年12月 1 日現在"の名簿で住所・勤

務先などが不明になっている方，その後変更のあっ

た方は，自発的に学会宛お知らせください.
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