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第 5 由理事会議題

1. 第 4 回理事会議事録の件

2. 委員会等からの報告

(1)研究普及

.ORセミナー終了報告

.OR企業サロン終了報告

(2) 編集委員会

(3) 国際委員会

(4) 会計

・第 3 四半期収支計算書

(5) 次期会長候補者選考委員会

3. 奈季研究発表予算の件

4. 研究部会の新設・継続申請の件

5. 入退会 (62年度除名者を含む)の件

6. 嘱託任用の件

7. 63年度事業計画および予算の件

(1)事業計画案

(2) 予算案

8. r~ 本学術会議第 14期会員候補者選出の件

(1) 会員候補者の選定

(2) 推薦人・推薦人予備者の指名

入 退 会

62年度入会(正会員)

小沢利久 日本電信電話脚

「研究レポート」の原稿募集

ORの実践をわかりやすい事例を中心に紹介して

ほしいという会員からの要望がある一方で， OR理

論の展開あるいは手法の開発など学術的な研究報告

も忘れないて、と L 、う注文も根強くあります.

本誌では「論文・研究レポート j と L 、う審査論文

欄を設けております.この論文・研究レポートでは，

特に，経営の実践に役立つ理論研究，手法あるいは

システムの開発，概念フレームおよび方法論等を扱

った研究のご寄稿を歓迎いたします.

投稿要領:学会原稿用紙36枚 (25字 x 12行)以内

(図表を含む)，投稿先はOR学会事務局OR誌

編集委員会宛.

尚，原稿の他コピーを 2 部添付して下さい.

(OR誌編集委員会)
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山本敏明 日本電信電話側

(学生会員)

路 広平 京都大学

(賛助会員B種)

帥オカムラ・コンピュータ・システム

移動(学生→正)

渥美雅保 東京工業大学→東京工業大学

石井健一 東京大学→東京大学

石原 学 明星大学→千葉経済短期大学

裏山隆一 大阪府立大学→大阪府庁

香田博信 九州大学→長崎県農業共同組合

波野達郎 東京工業大学→東京工業大学

佐々木達人 慶応義塾大学→三井不動産版先制

清水 JEU【ヨム 北海道大学→北海道大r手

新森修一 大阪大学→大阪大学

中村恭子 産業能率大学→紛リサーチ・アント・ず

ィベロップメント

錦織 rlg峰 広島大学→広島大学

西原 宏 筑波大学→静岡県立大手

橋本孝口j 京都工芸繊維大学→住友システム凶発制

畑野 !者一土 神戸商科大学→三菱油化側

!京 純一 武蔵工業大学→山武ハ子ウエノL制

福 fll 有 慶応義塾大学→シャープ附

同本雄介 神戸尚科大学→郵船航セサービス附

松浦和卒 早稲田大学→東海大学

茂木 -Ä 京都工芸繊維大学→惰本チエイン附

森 卒嗣 東京工業大学→制住友銀行

i易ì:lt 輝 大阪大学→神戸工業高等学校

63年度入会(正会員)

池上放子 !え際大学

{片燦 cTを 名古-屋市

井戸正敏 法政大学

小栗正裕 住友金属鉱山

小柳広一 雪印乳業側

白石敏11白 防衛庁

l認凹 tli祐 ~;時神戸製鋼所

高橋善樹 日本賃金研究センター

寺井健二 人・日本インキ化学工業側

戸塚良夫 富士通側

南石晃明 農林水産省

丙山賢」 帝京大学

肥後 壬f 住友金属鉱山側
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平川保博 東京理科大学 (賛助会員B種)

j呈 敬一 日本電信電話脚 安川情報システム掛

松山英明 制山一証券経済研究所
会合記録

Dr. Kailash C. MADAN 

Univ. of Baharain Department of 表彰委員会 l 月 7 日(木) 9 名

Mathematics 財政問題検討委員会 1 月 8 日(金) 5 名

(学生会員) 編集委員会 (OR) 1fl8 日(金) 9 名

大屋幸車市 九州大学 庶務監事会 l 月 12 日(火) 6 名

木俣康之 防衛大学校 理事会 1 )118 日(月) 19名

道工 勇 筑波大学 研究小委員会 1 R22 日(金) 5 名

長瀬光央 法政大学
義務会員言ト報

中村卓也 法政大学

橋村 j古海 防衛大学校 奥村誠次郎氏 5c亜細亜大学教授

樋口俊洋 工学院大学 昭和62年 12月 31 日 心不全のため御逝去されました.

牧本直樹 東京工業大学 享年72才.

(貸助会員A種) 謹しんて、ご冥福をお祈りいたします.

日本科学技術情報センター

在庫管理のはなし ?22212
柳沢滋著

在庫の状況を正しく把出して，少なすぎもせ

ず多すぎもしない状態を維持し， しかもできる

ことなら在庫にかかわる費用を故少に「るよう
管理することが必要です.これが“どt: 1申告二政!叫

です.本書ーは，在市管理に役立つ多くの子法の

中から基本的なものを巡ぴ， しかも身近な例を

ひいてわかり Jや j く泊予 :J~ したものでJ-.

PERTのはなし門002

ディジタルのはなし門出

ゲーム感覚意思決定法官。。

86 判・ 270頁・定価 1 ， 300円干200円
〔主要目次)l.{iIJが問題かをはヮきりさせよ

う 2. クラス全士けして管土史しよう 3. グラフ

を{吏って在庫告:理してみよう 4.イ{庫の仕組

みを調べてみよう 5. どうすれば安くなるか

を考えよう 6. いつ・どれだけ注文すべきか

を考え上う 7.I1)j 日のことを予おりしてみよう

8.1也 η子法も勉怯してみよう他

開面と数量化のはなし官。:

実験計画と分散分析のはなし竹002

多変量解析のはなし τ002
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