
物学会=ユース後

1976 年度総会開かる

昭和50年度の事業報告，決算報告の承認， 51年度の事業計画，予算の承認などをおもな議題とする

昭和51年度定期総会はさる 4 月 27日聞かれ，学会文献賞・普及賞の授与，フェロー記の贈呈，合同国

際会議功労者に対する記念品贈呈および新会長記念講演があわせて行なわれました.

新会長就任記念講演は，誌面の都合で来月号に掲載いたします 文献賞および名誉会員の紹介は先

月( 6 月)号，フェローの紹介は今月号の 402 ベージに載せてあります.以下に総会の議事録と，事業

計画および決算・予算の概略をお知らぜします.

昭和51年度定期総会議事録

日時昭和51年 4 月 27 日(火)午後 l 時30分~3 時

場所第一勧業銀行八重洲口支店会議室

東京都中央区八重洲ト 8 -17 

出席者森口繁一他 601 名(内委任状による出席 556 名)

上記のとおり出席者が定款に定める定足数に達したの

で，定款第28条により森口会長が議長となり，議事録署

名人に，出居茂，藤野和建の両氏を選出して議事に入る.

第 1 号議案昭和50年度事業報告の件

斉藤理事より昭和50年度事業報告(別紙)を行ない，

異議なく承認された

第 2 号議案昭和50年度決算報告の件

松島理事より昭和50年度決算報告(別紙)を行ない，

異議なく承認された.

第 3 号議案昭和51年度事業計画の件

斉藤理事より昭和51年度事業計画(別紙)を説明し，

原案のとおり承認された.

第 4 号議案昭和51年度予算案の件

松島理事より昭和51年度収支予算(別紙)を説明し，

原案のとおり承認された.

第 5 号議案昭和51年度役員選任の件

昭和51年度役員を別紙のとおり選出した.

第 6 号議案昭和51年度評議員選任の件

昭和51 ， 52年度の評議員を別紙のとおり選出した.

第 7 号議案名誉会員の件

議長より理事会は定款第 6 条により，名誉会員とし

て，植村甲午郎氏を推薦する旨はかったところ，呉

議なく承認された.

は，森 雅夫氏に，第 l 四日本オベレーションズ・リサ

ーチ学会普及賞は，新日本製鉄株式会社と株式会社富士

銀行にそれぞれ授与された.

以上で総会の議事を終了し，議長は閉会を宣した.

昭和50年度事業報告

(1) 第37図研究発表会:東海大・湘南校舎 4 月 2~4 日

特別テーマ:社会的提言と OR，一般発表40，ベーパ

ー・フェア35， ワークショップ 2 ，特別講演 2.

見学:神奈川県広域水道企業公団

(2) 第38同研究発表会:大阪大・経済学部， 11月 5~7 日

特別テーマ:マネジリヤル・コントロール，一般発表

46，ベーパー・フェア 18，特別講演 2.

見学:専売茨木工場，黄桜酒造，伏見桃山城

(3) 第 3 回シンポジウム: r待ち行列の利用 4 月 l 日

統計数理研究所

(4) OR合同国際会議 7 月 16~23 日(IFORS) ， 23~ 

26 日 (TIMS) 京都国際会議場，帝国ホテル(1 6， 17の

み)参加者: IFORS 329 (国内 170，国外 159， 37 カ

国) TIMS 496 (国内244，国外252 ， 28 カ国)

(5) 刊行物: r経営科学J 第 19巻( 4 分冊)， 偰ORSJJ 

Vol. 18( 2 分冊)， rオベレーションズ・リ+ーチ」

(6) 研究部会 6 部会が活動

(7) 月例講演会 6 回開催(本部 2 回，地方支部 4 回)

(8) 研究調査受託: 2件(情報処理研修センター，環境庁)

(9) 会員数( 2 月末)名誉会員 5 ，正会員 1 ， 769，学生会

員214，賛助会員118

昭和50年度決算報告
(単位円)

上記で議案の審議を終了し，第 4 同日本オベレーショ (1) 一般会計

ンズ・リサーチ学会文献賞，第 1 @J日本オベレーション 収入:会費収入 19， 596 ， 142 事業収入 4， 734， 384 そ

ズ・リサーチ学会普及賞の発表ならびに表彰に入った. の他を含め歳入合計 28， 971 ， 743

原野表彰委員長代理より選考経過の説明があり，会長 支出:事業費 16， 262， 283 運尚費 12， 694， 850

より第 4 四日本オベレーションズ・リサーチ学会文献賞 歳出合計 28， 957， 133 当期残 14， 610
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(2) 特別会計(OR合i弓冨察会議}

奴入: 59, 770, 730( うち寄付金32， 214，∞0)

支出: IFORS 20, 358, 468, TIMS 9, 315, 537 

共通 26， 941 ， 933

昭和51年度事業計踊

(1) 研究発表会:春は東大，秋は名官僚市公会!な

(2) 刊行物:論文誌 4 号， OR誌 12場，報文集の発行

(3) 研究部会: 12部会の活動

(4) 創立20罵年記念事業の準綴

.入会{正会員) (51. 2. 13~5 1. 4. 6) 

相原雅夫富士通事骨

青山 貞一 (社)科学技術と経済の会

朝食義昭東洋エンジニアリング側

秋友 党秀川県土庄土木事務所

新井康弘 ブリヂストンタイヤ瞬時

池尽三郎京都大学

磯部進一総協栄計算センター

機短経紹 呂本ビジネスオートメーション守勢

務援光之総アイ・ピー・旦ス データセンター

遠藤健一旭化成工業繍

加藤国対1: 納野村総合研究所

川田洋一松下電器産業側

路本光永ソニー胸

向石 進愛知県三河繊維技術七ンタ[

治部 卓 日本タイムシェア側

須賀 勲 日本電信電話公社

杉本文一萱場工業総

(5) その他の汚動は従来どおり

昭和51年度予算
(単位予内)

(1) 収入:会費 27， 937 事業 13， 738 合計 43， 722

(2) 支出:研究発表会 2， 500 刊行物 13， 880 IAOR 

379 研究活動 2， 478 記念事業 213 事業経費 7， 723 

その他 1 ， 443 C以上事業費計 28， 616) 事務所 2， 240

事務経費丸 525 人件費 8， 374 (その他含め速湾費計

l 又 051)

鈴木 正員IJ おヌドエヌ・シー・アール総

多井義明 日本アイ・ピー・エム総

高橋延子側協栄計算センター

i-.井 箆防衛研修所

凶川保孝 ト認タ自動車工業側

東川健歩j 新明病l工業料

本荘雄一神戸市役所

本田 勝独協大学

松鴻矛In食事場尽な製作所

三上民人千代沼火災海上保険総

宮崎茂次大絞j府立大学

森 数 君事沢薬品工業総

本橋茂和 日本タイムシェア絢

森山秀一郎東京芝浦電気側

安岡惣之介側禽士銀行

山口 勇治三遊自動車工業側

者崎弘巳 日本タイムシェア側

横関克洋側三三協精機製作所

本ト 鍾激 さな潟大学校

編集後記 V来年 6 }jはOR学会創立20潟年.先日の 本でもうまい~念探そう.~むしろORのメニューがお

総集委員会では，この話をきっかけに迷総・珍説がとび 年間変わっていないのが問題だ. ~EIヨドに森林がまだ残

出しました.そのいくつかをご紹介しましょう. っているのは皆殺かがうまいORをやって，四つ定を食

~OR という名は日本では定着しそこなった. IFORS ベる習慣をつけさせなかったお蔭かもしれない.~編集

でもつぎの名を考えている(本誌 2 月号，松田教授).日 委が暇なわけではありません.念のため. (H) 

JI~"-il沼品目，予す

本総の直接ご注文は

日本オペレーションズ・リサーチ学会へ
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