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九州'1 支部

昭和 48 年度の支部活動の中心は，秋季大会の九

州開催と研究会活動である

1. 第 1 回運営委員会

日時 48 年 3 月 22 日

場所九州大学大型計算機センタ一

議題秋季大会に関する基本方針

出席者三上支部長ほか 10 名

九州におげる秋季大会開催について，業務分担，

スケジュール，予算について協議したー具体的な予

算・スケジュールは，春季大会中に本部と打ち合わ

せをし，その後に決定することにした.大会準備の

ため幹事 3名(三苫九電，山村新日鉄，吉村一

西鉄)が選出された.

2. 第 2 回運営委員会

日時 48 年 5 月 16 日

場所電気ビル地下 2 階 7 号会議室

議題秋季大会に関する基本方針

(1) 春季大会での打合せ報告

れグ災機勾鮮や殺そ
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ヨ験室総級以内

会 合 (48 年 4 月 ~5 月) (かっこ内は出席者数)

新旧理事会 48.4.8 (20) 議題 l 事務引継ぎ

の件 2. 会計理事の件 3. 各委員会委員長の推薦

の件 4. 入退会の件 5 その他

第 1 回理事会 48.5.10(13) 議題 1.総会議事

録の承認 2. 評議員会議事録の京認 3. 新旧理事

会議事録の承認 4. 48 年度各委員会委員並びに幹

事委嘱の件 5. 入退会の件 6. 予算の配分の件

7. 研究委託の受託の件 8 報告事項 (1)春季研究

発表会の件 (2)秋季九州大会の件 (3)編集マニュア

ルの件 (4)訪日中国代表団の件 9. その他

評議員会 48.4.6(42) 

支部長会議 48.4.7(10) 

(2) 基本方針の決定

1 大会の実施一会場，懇親会，見学会

2. 予算・スケジュール

3. 業務分担

4. 企業サイドの事例研究

今大会の特徴として事例研究を 10 件程度行

なう.

5. 組織

3. 研究会活動

日時 48 年 5 月 16 日

場所電気ピル地下 2 階 7 号会議室

参加人員 44 名

発表事例

1) オンライン処理効率化のための待合せ理論の

適用について

2) 火力発電所建設工事における PERT 手法に

よる工程管理について

次回開催

日時 48 年 8 月 24 日

場所新日本製鉄化学工業ー(株)戸畑製造所

フェロー会議 48.4.7(4) 

名誉会員・ヲエロー会議 48.4.3(8)

広告委員会 48.4.3(3) 

IFORS 常任委員会 48.4.5 (7) ; 48.4.9 (5) ; 

48.5.8(7) 

組織強化委員会 48.4.13(8) 

IFORS財務委員会 48.5.4(2) 

研究普及委員会 48.5.7(16) 

編集委員会 48.5.29(10) 

IAOR 委員会 48.5.29(5) 

OR金曜サロン 48.4.6(11) 第37回“支部の OR

活動"

会計幹事会 48.4.12(6) 

編集幹事会 48.4.24(10) ; 48.5.22(8) 
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一

庶務幹事会 48.5.2(9) 

入退会 (48 年 3 月 14 日より 5 月 10 日まで・ 4 月

8 日新旧理事会， 5 月 10 日第 1 回理事会に

て承認)

入会

〔正会員〕

石田徳孝(松山商大)・宇都宮肇(日本エス・ディ

ー・シー)・遠藤 靖(中央大)・大津数豊(高千穂

パロース)・岡本行二(東芝)・狩野紀昭(電気通信

大)・河合 一(京大)・神田隆至(広島工大)・佐藤

英人(経済企画庁)・佐々木良一(目立)・沢田 勉

(徳島大)・田中謙輔(新潟大)・中西 実(日本ビク

ター)・細川孝行(大阪工大)・馬渡鎮夫(青山学院

大ト真庭功(追手門学院大)・三木楯彦(神戸商

船大)・村上温(広島工大)・青木和善(京阪電
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戸商科大)・栗原宏文(東亜燃料)・北村隆(電電

公社)・横田隆夫(日本アイ・ピー・エム)・松島

潤(宇宙開発事業団)・生田誠三(玉川大)・岩田

怜(名古屋鉄道)

(以上 37 名)

〔学生会員〕

金指正和(早大)・小林重信(東工大)・香田正人

(東大)・近藤高司(愛知工大)・斉藤 博(法政大)・

田中康博(京大)・十倉重隆(電気通信大)・藤原良

叔(早大)・三藤利雄(東大)・久保田均(阪大)・清

水勝(工学院大)・田中正人(阪大)・谷本健(阪

大)・豊田 亨(早大)・牧山敏孝(電気通信大)・渡

辺良治(阪大)・若林良堆(千葉工大)・小林弘行(慶

大)・松永考司(東工大)・林 芳男(慶大)・沢田

献(東大)

(以上 21 名)

鉄)・伊賀隆(神戸大)・岩瀬研(大和製缶)・乙 退会

名 健(日本アイ・ピー・エム)・佐藤俊文(江東区

立第 4 中学校)・田中 信(アプアブ赤札堂)・玉広

靖司(中国電力)・西口 均(製鉄化学工業)・室井

勝子(法政大)・山田文道(日本開発銀行)・山本賢

次(鎌倉市役所)・矢沢清弘(日大)・辻 新六(神

〔正会員]

長坂孝一・北岡正敏・堀 武寛・内山辰丙・厚母

庸二

(以上 5 名)

お知らせ

関連学会ニュース

eThe Annual Conference of the Operational 

Research Society (England) 

期日: 1973年11月 13 日 ~16 日

場所: Torquay , England 

メインテーマ:Telecommunications: Technological 

change and its impact on society, the firm 九nd the 

individual 

日本からの参加も可能ですから，お問合せは直

接下記へ

Dr. W. T. Thorneycroft , English China Clays 

Ltd. John Keay House, St. Austell , Cornwall, 

England 

(日本OR学会のニュースで知ったことを付記

してください)

国際会議ニュース

eIFIP Congress '74 

期日・ 1974年 8 月 5 日 ~10 日

場所: Stockholm, Sweden 

分野: Computer hardware and architecture, Softｭ

ware, Mathematical aspects of information 

proc田sing， Technological and scientific apｭ

plications, Applications in the social sciences 

and the humanities , Systems for manageｭ

ment and administration , Social implications 

of computers 

問合せ，執筆要綱の請求，その他連絡は直接下

記へ

Dr. Herbert Freeman, Chairman, Proｭ

gramme Committee IFIP Congress 74 , 

cjo AFIPS 210 Summit Avenue, Montvale, 
N. J. 07645 U. S. A. 

論文締切は 1973年11月 15 日です.
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