
学会だより  

＊研究発表は申込書およびアブストラクトの提出をも   

って申込み受付とします．  

申込書等請求先：日本OR学会事務局（上記参月別  

＊締切日以降の申込は一切受け付けませんので，予め   

ご了承願います．多数の皆様のご参加をお待ちして   

おります．   

⑳支部開催合同研究会   

・日本OR学会北海道支部とオーーストラリアOR学会   

クイーンズランド支部との第2回合同ワークショッ   

プ  

日 時：6月26日（月）～28日（水）  

場 所：北二条クラブ（札幌市中央区北2条西21丁   

目）   

Tel．011（643）1141  

問合せ先：北海道大学大学院工学研究科 山本雅人   

Tel．011（706）6497 Fax．011（706）7834   

E－mail：maSahito＠complex．eng．hokudai．ac．jp   

詳しくは，http：／／www．orsj．or．jp／～hokkai／JW－   

HCQB2000．htmlをご覧下さい．   

⑳研究部会・グループ開催案内   

〔環境政策〕  

日 時：4月14日（金）15：00～17：00  

場 所：東京ガス㈱本社13階1306会議室  

JR浜桧町駅南口（モノレール側）出て左方すぐ   

東京都港区海岸1－5－20  

テーマ：「東北ブラジル半乾燥地帯の水事情」  

講 師：白砂 孝夫（㈱環境リサーチ社長）  

参加費：無料  

申込先：キックス総研㈱小池 清   

Tel．03（3769）2260 Fax．03（3769）2260  

〔待ち行列〕  

・第149回  

日 時：4月15日（土）14：00～16：30  

場 所：東京工業大学本館1－94号室  

テーマと講師（＊は講演者）：  

（1）「過程を用いたエレベータ稼働指標のモデル化に   

ついて」  島川陽一（中央大学理工学部）  

（41）203   

⑳第29回通常総会開催のお知らせ  

定款第26条の定めにより，平成12年度通常総会を  

下記の要領で開催いたしますので，会員各位のご出席  

をお願いいたします．   

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会  

会長 水野幸男  

日 時：4月21日（金）15：00～17：00  

会 場：学士会分館会議室（文京区本郷7－3－1東京   

大学赤門隣，営団地下鉄丸の内線本郷三丁目下車）   

Tel．03（3814）5541  

総会次第：  

1．平成11年度事業報告並びに決算報告の件   

2．平成12年度事業計画並びに予算の件   

3．平成12年度，13年度役員選任の件   

4．平成12年度，13年度評議員選任の件  

（学会賞の発表と表彰・新フェロー紹介）  

注1：定款第31条により総会の定足数が会員現在数   

の1／2を必要とします．ご欠席の方は必ず委任状を   

4月15日までにお送りくださるようおl蒔いいたし   

ます（3月中旬発送）．  

注2：総会終了後同所において懇親会を行いますので   

ご参加ください（会費6，000円）．   

⑳第44回シンポジウム   

日 程：9月26日（火）  

場 所：東京工業大学  

テーマ：「ORと金融工学」   

⑳平成12年度秋季研究発表会   

日 程：9月27日（水），28（木）  

場 所：東京工業大学  

特別テーマ：「21世紀のOR」  

実行委具長：今野 浩（東京工業大学）  

発表申込締切：8月1日（火）必着  

申込先：〒113－0032文京区弥生2－4－16   

学会センタービル3F 日本OR学会事務局   

Tel．03（3815）3351Fax．03（3815）3352   

E－mail：kenkyu＠orsj．or．jp  
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（2）「2層型待ち行列綱モデルとその近似解析手法」  

蔵杉俊康＊（NECC＆Cメディア研究所）  

紀一誠（神奈川大学理学部）  

聞合せ先：東京工業大学大学院 数理¢計算科学専攻   

三好直人   

Te且．03（5734）3218   

E－mai且：miyoshi＠is血tech，aC。jp  

〔・．∴ミ．ふ」・ト・∴：；：言〕  

・ナー ∴  

悶 喝：4月22田（土）15三30～17：00  

場 所：東京Ⅱ莫大学 大岡山キャンパス西4号館6   

階彗Ⅳ461号室（地図：http：／／www．titech。aC．jp／   

transportation－j血tml）  

テⅦマ：「ゲーム理論を始めた頃と今後の課題」  

講 師：鈴木光男（東京工業大学名誉教授）  

聞合せ先：東京工業大学大学院 社会理工学研究科   

価値システム専攻 武藤滋夫   

Tei。03（5734）3622   

Eqmail：mutO＠valdes．titech．ac．3p   

⑳会食案内   

〔第且97回新宿OR研究会〕  

悶 囁：4月18臣ヨ（火）12：00～13：30  

場 所三東天紅会議室（新宿センタービル53F）  

テⅣマ：「ビジネスインテリジェンスとナレッジ¢マ   

ネジメント」  

講 師：山端 博氏 相木ISM㈱ビジネス◎インテ   

リジェンス事業開発部）  

参加費：3，000門  

間合せ先：田本OR学会事務局  

〔第且98匝且新宿QR研究会〕  

田 時：5月16田（火）12：00～13：30  

場 所：東天紅会議室（新宿センタービル53F）  

テ凹マ：「調査データ公有化おける諸問題」  

講 師；渋谷政昭氏（高千穂商科大学教授）  

参加費：3，000開  

聞合せ先；田本OR学会事務局   

⑳助成案内   

打電気通信普及財団 平成且2年慶福祉，文化事業援   

助  

助成対象分野：電気通信を利用した福祉，文化事業，   

電気通信に関する学術交流および国際協力  

受付期間ニ5月1団～31日（一部については9月30  

盈⑳侭（42）   

日まで）  

聞合せ先：〒105－0003港区西新橋ト6－11   

西新橋光和ビル5『 ㈲電気通信普及財団   

Tel．03（3580）3411Fax．03（3580）3488   

詳しくは，mttpノ／www由taf．or。jpをご覧下さい。  

◎電気通信普及財団 平成且2年度海外渡航旅費援助  

助成対象：海外の学会で電気通信に関する研究発表を   

行う研究者等  

受付期間：各偶数月の1闘（必着）  

問合せ先：（㈱電気通信普及財団（上記参月別   

㊨他尊協会案内   

め・セミチ開「情報技術による生産最適化の最前線」   

椰慢叫プライチェ岨ンマネジメント（SGM）¶（協賛）  

童 催：㈱化学工学会関西支部  

閏 程：5月30日（火）10：00～17：00  

場 所：大阪科学技術センター8階中ホール（大阪市   

酉区靭本町1－84）  

申込先：〒550－0004大阪市西区靭本町ト8－4   

大阪科学技術センター6階 ㈲化学ユニ学会関西支部   

Te温州06（6441）5531   

E－mail：SCejkams＠wa2．so－net。ne．jp  

仰第鼠9匝羞シま皿レ刷ション。テクノ悶ジ桓『◎：コンフ   

ァレンス（協賛）  

童 催：日本シミュレーション学会  

田 程：6朋21は（水）～22巨ヨ（木）  

場 所：明星大学 大学会館（東京都日野市程久保   

2－1－1）  

問合せ先：日本シミュレーション学会事務局   

〒102－0083二F・代田区麹町1－6   

相互麹町第3ビル6F   

Tel。03（3239）4738   

E－mai旦：Simul＠pp．iij4u．or．jp   

詳しくは，http：／／wwwsoc．nacsis．ac．jp／jsst／をご   

覧下さい。  

日舞鼠6捌ファジィシステムシンポジウム（協賛）  

童 催：田本ファジィ学会  

田 碓：9月6田（水）～8巨諸（金）  

場 所：秋田公立美術工芸短期大学  

（秋田市新屋大川町123）  

問合せ先：日本ファジィ学会事務局   

〒820－0067飯塚市大芋川津68041   

樹ファジィシステム研究所内   

Tei。0948（24）3355  

オペレーションズ℡リサーチ   
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E－mail：SOft＠flsi．cird．or．］p   

詳しくは，http：／／soft．amcac．ac．jpをご覧下さい．  

・第2回世界ソフトウェア品質会議（協賛）  

主 催：掛目本科学技術連盟，アメリカ品質協会ソフ   

トウェア部門，ヨーロッパ品質機構ソフトウェアグ   

ループ  

日 程：9月25日（月）～29日（金）  

場 所：パシフイコ横浜会議センター  

（JR桜木町駅より徒歩約10分）  

問合せ先：醐日本科学技術連盟 2WCSQ事務局   

〒151－0051渋谷区千駄ヶ谷5－10－11   

Tel．03（5379）1224   

E－mail：jusewcsq＠ce．mbn．orjp   

詳しく は，http：／／www．juse．or．jp／renmei／   

2WCSQMAIN－jp．htmをご覧下さい．  

・第43回自動制御連合講演会（協賛）  

日 程：11月16日（木）～17日（金）  

場 所：桧山コミュニティセンター  

（桧山市JR桧山駅近隣）  

問合せ先：システム制御情報学会事務局   

〒606京都市左京区吉田河原町14   

Tel．075（751）6413 Fax．075（751）6037   

E－mail：Shomu＠iscie．or．］p  

⑳APORS2000のご案内   

APORS2000が7月5日（水）～7日（金），シンガポ  

ールにおいて開催されます．下記の通り，2つの会社  

から参加旅行の企画が提案されています．皆様のお好  

みにより，お遊びください．  

Ⅰ定形型［含航空運賃（成田～シンガポール）。ホ   

テル代（2人1室利用）・空港～ホテル間送迎バス   

代］  

Aコース（7月4日～7月8日 5日間）   

デラックスホテル 115，000円   

スタンダートホテル 98，000円  

Bコース（7月4日～7月9日 6日間）   

7月8日：セントーサ島，シンガポール市内観光   

デラックスホテル 129，000円   

スタンダートホテル112，000阿  

利用航空会社：シンガポール航空  

聞合せ先：（パンフレット請求先）   

日本通運㈱首都圏旅行支店第3課   

担当：内海（うちうみ），丸尾   

Tel．03（5983）0173   

Fax．03（5983）0183   

ELmail：nO－uChiumi＠nittsu．co．jp  

Ⅱ 自由型 一般のパック旅行に同乗  

Aコース デラックスホテル利用 ホリデイ シンガ   

ポール  

Bコース スタンダートホテル利用 マイツアー シ   

ンガポール   

下記宛に，APORS学会参加と申し込めば，日程，   

ホテル，食事がお好みに応じて，選べます．ただし，   

一般ツアー利用のため，ご希望に添えない場合もあ   

ります．バス等の利用は他の客と混釆になります．   

特典 下記宛に，直接お申込噴いた方は旅行代金全   

体の5％が値引きになります（ただし，APORSシ   

ンガポール大会出席旅行のみ）．  

問合せ先：（パンフレット請求先）   

近畿日本ツーリスト㈱虎ノ門公務旅行事業部   

担当：喜多川，篠塚   

Tel．03（3052）9053   

Fax．03（3502）5660   

Eqmail：ptra－One＠or．knt．coJp  

委任状提出，確認等のお願い   

OR学会の総会は会員の過半数以上の参加が成  

立要件となっています．このため，複数の会員を  

有する組織体に対しては，連絡員をお願いし，連  

絡員の方から委任状（書面による出席）の郵送方  

についての確認をお悔いしております．総会案内  

は3月下旬に発送いたしましたので，4月上旬  

～中旬には連絡員の方から委任状提出の確認があ  

る予定です．委任状の郵送を含めて，ご協力の程，  

よろしくお願いします．  

会 合 記 録  

2月7日（月）  表彰委員会  8名  
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