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だ形成しえていないことになりましょう.ともあ 今年度は交通網計画，天気予報新技術，大学や企

れ，長い目で世間をみることにして，まず教育機関 業内の教育訓練の諸問題など，いろいろとりあげて

は懸命の努力で人材の卵を送り出し企業側では労 研究をLtこし、と思っております.

使ともに実りある米米のために，絞らを有為な人材 (幹事浅利記)

たるべく鍛え活取させていただきたし、と思います.
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48 年度論文審査委員

48 年度の“経営科学けおよびツournal 01 the 0ρer・

ations Research Society 01 Ja仰が'の投稿論文の査読

は，次の方々にお願L 、 L 、たしました

阿部俊ー 阿部 統 阿保栄司

青沼百E雄 rfi民一 )交 伊理正夫

茨木俊秀 江藤 楽 小河原正巳

小田中敏男 片岡信二 ~~ 1~líJ 

小池将頁 児玉正窓 古林 隆

小林屯ー 小山昭雄 坂口 実

|鳩山正三 鈴木武次 鈴木誠道

須永照雄 千住鎮雄 反町洋一

竹内 啓 高橋磐郎 高橋幸雄

多田和夫 高松俊朗 成久洋之

西田俊夫 西野吉次 橋川 温

藤井光昭 藤沢武久 本間鶴千代

真壁 i'F 牧野占r;治 松田正一

松日i 武彦 真鍋龍太郎 三上 操

三侭 久 宮沢光一 森村英典

森 雅夫 安田八十五 山本正明

依同 Iた 横井 満一

(敬称略)

会 合 (49年 2 月 ~5 月) (かっこ内は出席者数)

第 6 回理事会 49.2.14(13) 議題 1.第 5 回議

事録の承認 2. 研究部会の継続申請の件 3 コー

ポレート・プランニング・セミナー延期の件 4.

秋季大会の特別テーマの件 5. 科学研究費の件

6 春季研究発表会の件 7 定期総会開催の件 8. 

役員，評議員候補者の件 9. 昭和 49 年度予算案の

件 10. 入退会の件 11.国際会議の件

第 7 回理事会 49.4.5(9) 議題 1.第 6 回議事

録の承認 2. 第 2 回オベレーションズ・リサーチ

文献賞選考経過の件 3. 定期総会議案の件 4. オ

ベレーションズ・リサーチ合同国際会議の件 5 

研究部会の終了報告および決算報告の{牛 6. 入退

会の件 7. 中部支部規約の一部改訂の件 8 第 2

同シンポシウム“組合せ理論"の件 9 その他

新旧理事会 49.4.27(21) 議題 1.新旧理事各

自紹介 2. 前回議事録の承認 3. 各委員長，委

員，幹事推薦の件 4. 第 2 回日米コンピュータ会

議協賛依頼の件 5. 第 17 問自動制御連合講演会の

件 6. 入退会の件

第 1 回理事会 49.5.30(11) 議題 1.通常総会

議事録の承認 2 新l日理事会議事録の承認 3. 支

部総会議事録の承認 4. 49 年度国際幹事推薦の件

5. IAOR 委員の推薦の件 6. 秋季大会担当理事

の選任の件 7. 広告委員長選任の件 8. 国際関係

の件 9. 入返会の件 10. 49年度予算の委員会別，

業務別配分の件 11. 48年度受託研究の終了報告の

件 12. 49年度研究受託の件 13. 中国四国支部の

規約変吏の件 14. その他

研究普及委員・幹事会 49.2.7(13);49 , 3, 29(6); 

49.5.28(14) 

表彰委員会 49.2.18(2) 

IFORS ・ TIMS 常任委員会 49.2.19(8); 49.4.9 

(9) ; 49.5.16(12) 

主査会議 49.2.28(7)

IAOR委員会 49.3.5(3) ; 49.4.16(3) ; 49.5.21 

(3) 

広告委員会 49.3.27(3) 

編集委員会 49.3.28(7) 

支部長会議 49.4.7(9) 

評議員会 49.4.7(16) 

庶務幹事会 49.~1(9) ; 49.3.6(7) ; 49.4.6(8) 

49.5.10(4) 

会計幹事会 49.2.7(5) ; 49.3.23(3) ; 49.5.13 
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(2) ; 49.5.20(2) 

編集幹事会 49.2.20(6) ; 49.3.20(6) ; 49.5.16 

(11) 

入退会 (49 年 1 月 12 日より 49 年 5 月 29 日まで

2 月 14 日 4 月 5 日 4 月 27 日 5 月 30 日

理事会にて承認)

入会

〔正会員〕

池rll/l原ー(新日本製鉄化学工業)・伊阪哲雄(日本

ユニパック)・石堂一成(三菱重工)・伊藤伸一(日

電)・太田宗洋(日本ユニパック)・小山田芳彰(イ

ンターナショナルシステムサービス)・小坂恕(東

芝)・樫原正也(富士ゼロックス)・川村昇(東京

都老人総合研究所)・北嶋弘行(目立)・黒木建材t

(日本ユニパック)・清水 明(千葉工大)・柴崎公

子(東京都老人総合研究所)・阿付滋男(日産プリン

ス自動車)・中山明俊(清水建設)・藤田一男(日

活)・牧野末喜(培風向n ・村川陸男(川崎重工)・

森下啓造(日本アイ・ヒー・エム)・矢島武(三

菱電気)・坂田隆博(建設技術研究所)・河村政博

(松下'疋器)・吉原通年(I公下電椋)・中島勝吉(日

íl1)・小川藤弥(住友金属)・金子昭彦(東芝住宅産

業)・亀山11良一(興亜石油)・斉藤達三(目立)・佐

藤貴一郎(日本医師会)・佐藤正治(成媛大)・柴 Ifl

和正(コンピュータ・アーキテクチュア・テクノロジ

ー)・鈴木義也(東北大)・竹内 節(日電フィーノレ

ドサービ、ス)・ I11 中 稔(富士通)・玉井清二(大阪

府r)二)・ほ越 市(古山学院大)・角 I fJ克彦(屯電公

社)・ I!鳥沢 隆(lJ!ffナ総研)・長塚治秀(ジャスコ)・

西田直矩(東京理科大)・浜崎 宏(シェル石油) . 

広川政久(四国電気通信学園)・広野和夫(日本ユ

ニノミック)・伏谷 猛(宇部工業高等専門学校) . :i曻 

橋金之介(鐘紡)・藤附史郎(電電公社)・松炭 斎

(名大)・小山明茂(日本ゼオン)・池田 清(和泉

電気)・御宮寺樹(三和銀行)・穂積繁広(三和銀

行)・関原成允(東大病院)・高生精也(警視庁科学

検査所)・中橋国蔵(小樋商科大)・西村明憲(北fJf.

銀行)・馬場宏造(日本システム)・三次回穂(日本

光電工業)・穐本 光(日本光学)・浅羽町、三(小川

香料)・阿部信二(北海道自動車短期大)・木村 修

(トヨタ自動車)・小林弘和(日本ユニパック)・小

宮山泰弘(日立)・佐藤一郎(日本製鋼所)・高木

叡(東洋情報システム)・武田俊男(日本アイ・ビ

ー・エム)・田辺三男治(尼崎コークス)・千葉勝征

(コンビ)・今井晴男(富山大)・岩坪秀一(通産省

工業技術院)・南野尊俊(四日市市役所)・中野友次

(松下電子工業)・西江 誠(日立造船)・古殿一雄

(丸善石油)・松尾武(阪神高速道路公団)・吉安

正孝(日本ユニパック)・若林信夫(小樽商科大) . 

Masud Hamid (パキスタン)

(以.1:102名)

〔学生会員〕

伯尾正美(日大)・全lH 寛(京大)・中山弘隆

(京大)・福島雅夫(京大)・川崎茂(東大)・ mJ:

和光(東大)・山城光雄(工学院大)・加納 'l7f (京

大)・小池俊隆(大阪府立大)・白井康好(京大)・

中神潤一(阪大)・広田蒸(東工大)・横山滋

(東大)・百合本茂(早大)・青原大蔵(広島工大)・

石伊正浩(広島工大)・神田博昭(広島工大)・関IU

康慶(阪大)・溜谷寛(広島工大)・海老根秀明

('戸大)・我妻国照(早大)・藤野明夫(慶大)・伊藤

康稔(東京工学院)・佐野猛(東京工学院)・坂和

正敏(京大)・吉野義行(東大)・宮村動(東工

大)・杉本英二(早大)

(以上28名)

〔賛助会員〕

(広島工大)・南崎信哉(日本システム)・村上虫 川崎重工業(株)・東亜石油(株)

(新日鉄)・山口 隆(日本コンサノレタント・グノレー (以上 2 社)

プ)・山下景二(旭電機)・山本芳正(日立)・永井 退会

義明(目立)・鵜飼純一(目立)・山田昇司(目立)・ 〔正会員〕

和歌森文男(目立)・小林明人(東京海上火災保険)・

金子哲夫(新潟大)・上岸義明(システム調査研究

所)・小浮紀美子(日立)・鈴木敏行(鹿島建設)・

関口恭毅(日立)・田川正二郎(富土通)・高上 強

(名鉄)・田村健一郎(住友金属)・花井恒雄(日本

コンサルタント・グループ)・日向康夫(日本真空

技術)・丸山義博(富山県技術短期大)・山下義通

(テクノ・古〆メ、テム)・山田進一(日立)・西村義行

佐藤洋一・高田義彦・多国良陽一・筑瀬 怒・宮

内辰紀・矢田敏雄・山川隆可・山田義正・横井至

・藤田宗太郎・谷池 宏・浅田秀雄・牛島和夫・小

谷泰三.Jt受昌和・中村隆・東郷安正

〔学生会員〕 山田穂積

〔賛助会員〕 徳山曹達(株)

(以上17名)

(以上 1 名)

(以上 1 社)
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