
、；ご‥会だより  

啓平成14～15年度役員・評議員候補者推薦のお願い  

定款に従って、ド戌14，15両年度の役目・評詣封の遠け．を行し、ます．スケジュールは次の過りです．   

γ成14隼1ノー31【l（必前）候補欄▲推薦締切．2‖201ト3JJ2（）lI会Hの－．1油による投票．  

3JJ木F†開票（「定）． 4＝191I総会において決定．   

ついては，以卜により候補苫の推戯をお願いいたします．  

（社川本オペレーションズ・リサーチ′、i′‥会 監車 忍＝和良，根本忠明  

1．役目（理■ii・監・車）佐酢抑こついては本人の川息を‖たうえで，神目（1卜会⊥ほたは紆誉会H）5   

名以l二が候補者の略歴をつけて推薦する（次の書出二従ってください）．  

2．．姑溝片候補者については社主i5名以卜が推僻する（次真の様式に従ってください）．  

3．候補欄満雄汀ト．情動甘とも社Hでなければならない．  

4．理車は会磯の分抑ごとに選挙するので，分紺を明ホすること．今11り避け－する理車の会務分紺ぶよび   

定数は次の通りとする．副会長1名 庶務l名 会計1名 研究普及（普及）1名 編集1子1無任   

所3名（うち支部所属苫1名）  

5．監車の改選数はl名．  

リノ  り  出  り  線  

、ド収  イト JJ Il  

役員候補者推薦届   

削川木オペレーションズ・リサーチ′、j：ご会選挙管理委H会殿  

、ド収14～15隼度Il本オペレーションズ・リサーチー、i：‥会の役目   

U剖会長二 ⊂庶路軋車「］会計外車［二］研兜押隠牲車［欄詔か肛車「二］無任所理車   

口監■iトとして  

氏を推薦いたします．  

推薦苫（1仁会ぃおよび名誉会fi5名以上）   

（代表苫）氏名  ㊥（所捕：  

候補者‾略歴（18′ナ：×6行以内）  

仁i；Lの推薦に1司点します．氏名  

丁28（56）   

㊥（所屈：  ）   
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一、㌣会だよリ  

購臓繊樹漣蛸拗頗鵬旭臓曲線蜘  

ヤ成  隼 J】 l】  

評議員候補者推薦届   

㈱日本オペレーションズ・リサーチ学会選挙管理委員会殿   

平成14～15年度「I本オペレーションズ・リサーチ、f：会の評議員として  

氏を推薦いたします．  

推嵐者（二iI三会員および名営会員5名以上）   

（代表者）氏名  ㊥（所属：  

㈱，川崎製鉄㈱，㈱東芝，lI本電景㈱，川辺製薬㈱，  

㈱「Ⅰ過総合研究所，㈱構造．汁両研究所， 松卜竜1二（柵，  

㈱′友川電機，東京ガス㈱，N′Ⅰ、T研究開発本部，秩父  

小Ⅳ‖Ⅰ（柵，1・計上適㈱ソフトウェア■巨業本t■‡憂；ミドルウェ  

ア・li業部，㈱ゼクセル技術本部，㈱数理システム，11  

本ガイシ㈱で，介業，川体がiミな′受‘洋右て、した．  

〔普及賞〕0Ⅰその洋及に人きなl－と献をした個人，グ  

ループまたは企業等に椚られます．従来は，森村英典，  

後藤11リミ，森11緊▲，楯山 保，汗＝仙㍑夫，小林宏治，  

国澤溝典，西野．■J次，三根 久，松‖武彦，近藤次郎，  

州†1俊大，梅沢 豊，許藤嘉博，庸津 ，藤森謙一・，  

三上1楳， 小川部 斎，原町秀永，†一作鎖維，依川  

i告 ノノ枇 薫，松1・㌫軋推，児に11こ鼠1主科け利治，御  

園′巨榊一，1，矢部 眞，本；■f光リl，渡辺i；－」伊f勘l二人，  

高橋弊制，権藤 ノ亡，牧野都治，海辺イ（∴雄，小笠偵  

咄，－一掃浦川㍉ 松≠加〕グ）符1tおよび抑11木製繊㈱，  

㈱冨1ト銀行，‖利‖文通グループ ，l】本IBM㈱，  

NTT，11本国有鉄道の符企業，川体が一夏‘代署でした．  

〔事例研究賞〕・、㌣全日の行ったすぐれた■打倒研究に  

刈▲して椚られます．一、iご‥全日イ囲八に阻らず，′、jご：仝ilを合  

むグル【プも対象になります．一軒例研究の対象として  

は，ORの教百・′美称こおいて広く′、；：：会l＝こ役、∫／二つソ  

フトウェアのl狙発も含みます．付し，その研究は，′、；：ニ  

会誌，・羊会の入会等，本′、i：‥会において発表（ソフトウ  

ェアの場合はデモンストレーションを合む）さオLたも  

のにl眠ります．   

な才㍉ ソフトウェアの開発の場合は，そのソフトウ  

ェアの本休あるいはサブセット版（機能限定等）が無  

（57）729   

⑳日本OR学会各賞候補ご推薦のお願い  

本学会では，毎年0Ⅰそ・学会文献賞，実施賞，普及賞，  

樹列研究賞，！、㍗h論文賞を脚り，それぞれの分野で踊  

許な什＝事をされた個人や企業を衣彰しております．↑  

年度の受賞候朝番のご推薦を：募ります．締朝はて、習ミ論  

文賞を除き，平成14年1月31日といたしますので，  

それにl‖に合うよう，・、ト会所定の川紙をおりめに一Ii務  

り宛にご請求ください．なお，5賞の概要は次のとお  

りです．  

〔文献賞〕人西記念文献貨にリlき続いて設けられた  

本会で最も歴史のある賞です．次の条件を満たす論文  

の帯者‾をご推薦ください．  

1．論文は独創牲と将来性に嵩み，ORの発展に寄  

ノブ・するものであること．   

2．論文はOR′、㌣全党＝・の．論文．i一よまたはこれに州、11  

する権威ある雑．誌：，論文集にその年（、ド成1ニi  

隼の1ノーlllより12＝木lほでに発行された  

ものをいう）に発太された論文であること．   

3．被推薦考はOR′、㌣会ぃで，隼齢は原則として  

40歳以卜であること．   

なお，論文の苦者が複数以卜あるときには，iミとし  

てその論文の作成にあたった者をもって代表とし，被  

推薦者とします．  

〔実施賞〕ORの′夫施を強く推進してきた個人，グ  

ループまたは介業等に贈られます．従来は，水亜燃料  

1二業㈱，㈱11、■／二製イ竹軋．中部牒力㈱，兵仲県，中国揖  

力㈱，（柵電力中央研究所，往友金属工業㈱，三菱イバ由  

2（州1年12‖け  © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



、iご：会だより  

償で、i：‥全土＝こ柁供されることがl祢㍑になりますが，本  

体がlい仮される＝的でl桐発されたかどうかは問いませ  

ん．  

〔学生論文賞〕、jJ‥′卜によるORにl対するすぐれた研  

究に対して椚られるものですが，水在仏■11される′、j∫‥部  

の卒業．論文， または人′、iご‥ド∵この修土．論文が対象となりま  

す．応場潮川ノは平成14年3月31日といたしますが，  

．洋しい妹渠要領は 0Ii．は2‖りに掲載します．  

（ム杉委＝会）   

啓第47回シンポジウム   

日 時：、ド収14年・3＝26Il（火）1ニう：（）（）～17：45  

場 所：1・：irl川棚際会議域 人丁・町フォ¶ラム  多＝的   

会議1ミ2（）1（1・∵‥常人丁・町1番2り一）  

テーマ：「これからの十l川i旭イJと0Ii」  

十l用i旭イJ分野における最近のトピックスかL近来   

水のネットワーク社会像に坐る広範囲な．i．†趣から，   

ORの課題や清川対象など，これからのORと情報   

通ぃとの接点，関係を探る．  

実行委員長：片山 勤（11；川川川二人′、jJ‥）  

事前振込み参加費：1仁十粗肋会刃3，（）（）（＝リ，二、㍗ト会＝  

1，川）（）1≠ ⊥井会ぃ4，川）（）1り  

当日中込み参加費：lト音知力会主も4，00（）lリ，′｝iキ／I二仝iも   

2，0∩（＝リ，井会＝5，00r）lリ  

＊■恒祢振込みは2‖り・に綴込みの振替川紙にて3JJ  

15IJ（令）までにお振込み卜さい．抑り返し，メー   

ル又はFAXにて受付番しJ・をお知らせ致します（欠   

席の場合，参加曹の返金はできません．Jl稿集を送   

付放します．）  

問合せ先：小林 再（冨＝川＝：人′、i：：）   

Tel．（）766（56）750（）（l勺線482）   

E－mail：kaori＠pu－t（）yama．aC．jp  

＊‘、ト会ホームページhttp：／／www．orsj．or．jpをご覧卜   

さい．   

啓平成14年春季研究発表会   

日 程：   

十戒14隼3ノー2711（ノJく），28F＝1（本）研究発表会  

3JJ2911（令） 比′、；七会  

場 所：冨l川副際会議域 人手町フォーラム（冨11川i   

人手町1番2号）  

特別テーマ：「地ノノ分肺とOR」  

申戊11年地ノノ分権イ吊去が制定され，地〟分権   

の推進が強く求められている．多様化・複雑化した  

730（58）   

価仙観・ニーズに対応した地城づくり，まちづくり   

をすすめ，佃件憎かな地域社会を形成するためのノノ   

策を探ることは，（■）Ⅰくの市二要な挑戦課題である．  

特別テーマに関連して特別セッション「年上・放と．沖   

仙システム」を設け，研究発出の募集を行うので，   

奮ってご応莱卜さい．  

実行委員長：中高基 ▲（11ニ川川川：人サ）  

特別講演：一般公開（人場無料）   

3＝271I（／Jく）16：1什～17：3（）  

多＝的会．滅1‡（2階）  

「lI本源、r‥のすすめ」  

中井徳人郎（1・：川川川：ill環上射‡lりミ）  

「深屑水のひみつ」  

古米 保（1・：川l県立大一羊教授）   

3JJ2811（木）1（）：50～11：5（）  

メインホール（3椚）   

川棚廿藩と地ノノ分権」  

嗅崎 丞（イi川リー‖二美術飾飾烏）  

事前振込み参加費：l仁十粗肋会墨6，（）0（＝1J，・、γ‥′巨会H   

2，り（）（＝リ，非会甘い＝）（）Olリ  

当日中込み参加費：1仁・贅肋会H7，（）00‖，′、㍗打会貢   

3、（）（）（）1日，非会Hl（），0（）（＝り  

登壇料：非会ぃのみ，参加費と別途2，0（）0＝／什（本   

一、ト会の．汁‖J▲が必要）  

＊車前振込藩は2Jjリーに綴込みの振替用紙にて31J  

151I（令）までにお振込み卜▲さい．抑り返し，メー   

ル又はFAXにて′受付番ぢ一をお知らせ致します（欠   

席の場合，参加費の返金はできません．アブストラ   

クト集を送付放します．）  

懇親会：3Jj2711（水）18：00～   

晶l州際会議域人丁・町フォーラム 多‖的会議室   

2階  

（懇親会曹：6，nO（＝リ）  

見学会：3＝2911（令）   

兄′、r先：スギノマシン㈱，ほたるいかミュージアム，   

㍍山県水虎試働場，冨111の酒蔵（桝‖酒造店）など  

（見ゃ会費：3，川）（＝リ）  

発表申込締切：平成13年12月10日（月）必着  

＊研究発表は，申込書，アブストラクト，及び苦作権   

の承諾パの掟Hをもって小し込み′受付とします．  

申込書請求先：  

（拙＝l本オペレーションズ・リサーチ学会・拝掛‖）   

Tel・03（3815）3351E－mail：kenkyu＠orsj．or．jp  

申込書およびアブストラクト送付先（発表申込および  

オペレーションズ・リサーチ   © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



′、i∫ニ公だより   

テーマと講師：  

（1）「・い部支た】；の／巨い、l†：ちと小野勝次尤隼の一捏、い山」   

本告光リユ（元小部1に力情鞘システム和．当支配人，元   

愛知工業大・、j：‥教授）  

（2）「0王i維感」  

11川l怜（㈱メイテツコム社長）  

問合せ先：名古罷工業太一、習凍システム上サ＃攻 入   

鋳史リユ   

′I「el．（）52（735）5393 Fax．（）52（735）5401   

E－mail：（）hi画system．nitech．ac．Jp   

⑬研究部会・グループ開催案内   

〔評価のOR・第11回／AHP理論と実際・第9回〕  

研究部会合同開催  

日 時：12‖2111（令）15：0∩～19：（）り  

場 所：Y（）u¶MayIIall（束人朴「い糊畔3－972－19■i▲～；   

舵ノノ，東邦分．演地内，なお地lツーをご希望のノバま郵送   

あるいはFAX送㍍致しますので，幹事の篠原まで   

ご連絡卜さい）  

テーマと講師：  

（1）「旭イ．手ネットワークにおける伝送網の選択問題への   

A‖Pの過川」   

ん局隆／巨（電力小火研究所＋情報研究所）  

（2）「ダブルス試合結果データからの個人能力推定法」   

篠偵1日明 川本人や牛隠十、揮膵伊州摘i仁′’声科）  

問合せ先：ll本人・、i刊三産仁′｝揮l楼押軋巨学科 篠原11三明  

（〒275¶8575習ぷ野川泉町l【2－1）   

Tel．047（474）2672   

E－mail：m7sinoha＠Cit．nihon－u．aC．jp  

Iiomepage：http：／／shinohara．su．cit．nihon－u．aC．jp  

〔システム最適化の理論と応用〕  

・第20回  

日 時：12JJ1511（卜）14：00～17：00  

場 所：九州人一、i絹条掛、揮l；2隅11∫会議室  

テーマと講師：  

（1）「TOCのSCMへの利川畑バランスト・スコアカー   

ドによる管理を過して」   

浜川和樹（西南ヤ院人サ商学部）  

（2）「水街地ベースパーソントリップ調査によるOD  

（Origin－Desination）パタンの－一致推定法」   

斎藤参郎（福岡人・羊経済′、予部）  

＊終J′後，忘隼会をJl定（若t一・の会曹負担をお願いし   

ます）  

問合せ先：九州大学大学院経済′、予研究院 時永祥三  

（59）丁31   

アブストラクト媒甘．についてのl甘合せ先）：   

〒93（卜85551・言‥曲溝川両川．福31洲  

1掠11人′’；ご‥  経済・’捏路郎キ・、〃斗l≠鴇仁之   

Tel．076（445）6475 Fax．（）76（445）6419（・，；：：m；）L適）   

E－nlail：nakanobu＠eco．toyama－u．aC．jp  

研究発表会についての問合せ先：   

〒939－039日l・れl川拍車吋耶小杉町1．‡河5180   

tこ川川川二人′、；ご： 仁、ト部  ■モーJi木 汁   

Tel．（）766（56）75（）（）（l勺紡と461）   

Fax．（）766（56）8（）22   

E－mail：Or2002＠ptトt（）yama．aC．JP  

＊l、ト会ホームページhttp：／／www．（）rSj．or．jpをご覧I、▲   

さい．   

㊥第9回企業事例交流会   

趣 旨：企業■打倒交流会とは企業のOR美務机）11抑こ，   

OR′夫施例（関越の発／巨からさまざまなごl－．：づ〉を経て   

解決にヤる苦労謡など）を，新規研究の研究発衣と   

いう形式ではなく，ORの過川■巨例という什；岸イ、J●け   

で発ょしていただくものです．  

日 程：、tそ成14年3JJ2711（水）  

場 所：1・吉‖‥椚㌍会議域 人丁・llけフォーラム  

発表申込締切：申戊13隼12‖10tI川）必省   

申込二吉の請求及び送付先は、臣戊14隼春季研究発表   

会とIlり一です．  

問合せ先：冨‖tlf引賢人一、7：地域′、r：部地域システム′、ト科   

北野孝一   

E－mail：kitano＠tuins．ac．JP   

藤平成14年秋季研究発表会   

日 程：  

、ド成14隼9JJlllI（ノ」く），121＝木）研究発表会  

9J】13【1（令） 兄′、ト会  

場 所：公、■／二はこだて未来人′、i′：  

（l東l肝心触l川I野町116創也2）  

実行委員長：人l人J束（北泡道人一、デ：）   

⑳OR学会中部支部定例講演会   

日 時：、ド成13咋12Jj811（卜）15：（）0～17：（）0  

場 所：㈱メイテツコム 本礼 節3，4合議室  

（名鉄グランドホテルのエレベーターの向し、側エレ   

ベーターに来り，1（）隅へ．ノーiT側にある「人、巨洋   

フェリー」の壁文′ナニに1fりかって歩き，イiへ仙がり，   

そのままl自二進．ノ1ミ丁・に㈱メイテツコムの′受付．）  

2（）（）l叶12＝り▲  
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、jご二会だより  

応募締切：ヤ成13牛12＝2111（令）必石  

提出書類：（1）履歴．】：二，（2）研究業結（搾il；二，．論文，総   

説・解説，lt引際会．㈲裾t～その他に分難）グ）ll録（－；論   

文については，れ嗣、j▲きのものとその他に分知），  

（：う）1二軋i論文の別Iliりまたはコヒー（5緑以l人J），刷推   

薦．1；二（l′t薦の場合は本人にl関する所兄を求めうる八   

の1t名（2名）とその連絡尤），（5）教子トと桝究につ   

いての抱n（2（）（州丁杵渡）  

書類送付および問合せ先：   

〒4ニ；2日561浜松古城北：ト51   

静岡人一、iご：仁、i∫‥．・■耶システム仁、〃斗 j姉妹lト川；   

rl、el／Fax．（）5二う（47日）12（）1   

E－111ail：Sei桓sys．e11g．Shizし1（）lくこl．aC．］P  

＊しJIiLhttp：／／www．sys．ellg．Shizu（）ka．ac．jp／  

＊上川笥に「教烏■公雄」と朱＝，1；：きし二．t押すで郵送のこと．  

・明星大学情報学部 経営情報学科  

募集人員：教授または肋教柁1子1  

専門分野：経常′、；ご‥  

担当才受業科目：維廿、肯総論，純一～制1▲級、i∫‥，介業論 川f   

錯システ ム関係に詳しいノJ▲が望ましい）  

応募資格：（1）社会科乍系悼卜，あるいはそれに同昔な   

業績をイJ●するノ∴（2）55歳以卜のノノ  

着任時期：十戒14牛4Jll11  

応募締切：、自戒13牛12＝1511（卜）  

提出書類：（1凧座．‡ミニ及び研究業績ノミ，（2）トな普．暮；二，．i論   

文（コヒー・イ）ニう～5舶，（：i）本′、；J‥における教自及び   

研究に対する抱n（2り（）（）′ナ：程度），刷・－川巨であれば，   

推英名及び参そ息兄を捌くことができるノノの1tれ，   

仰．・玉，通路尤  

書類送付先：〒1錮一8655 東京都〟梅右k渕21洲   

叩りl！．人′、；珊川i一丁部長1U点け二  

＊日給に「経常一、抑1．、11教＝応頻．皇軌在小」と朱．‡；二きし   

－1；二うヤすで郵送のこと．  

問合せ先：lりり‡！人′、川眉㍍吊ポ純粋情恥、〃廿t什   

最HⅧ1帥   

′I「el．（）42～う（25）5244 Fax．（）42日（25）51ボ4   

f（－mail：Saishu¢Ⅷli．meisehl．aC．Jp  

・東京工業大学情報理工学研究科 数理・計算科学専   

攻  

募集人員：講帥または助教授1れ  

募集分野：統計、iご二，または，数理．汁両・最適化分野  

着任時期：決定後なるべくリーい畔期  

応募締切：ヤ成1ニ川二・12＝2日11  

提出書類：（1）紺チ杏．1ミニ（ワープロ），（2）研究業績りスト  

オへレ岬ションズ・リサーチ   

（紬帖IJ束l宥齢崎6191）   

′rel／Fax．り92（642）2466   

E－mail：tOkillaga＠en．kyushu－u．aC．jp  

〔待ち行列〕  

・第161回  

日 時：12JJ1511（卜）14：0（ト16：3（）  

場 所：東京仁業人′、；J： lJ唇8り一郎（W）8（）9り・1ミ  

テーマと講師：  

（1）rAIlalterIlativeformulaforthesteady－StateSOlし1－   

ti（）11（）f Markov chaillS Of M／G／1type andits   

geometricandsubexponeIltialasymptotics」   

滝根竹哉（京都人ノ、；：‥）  

（2）「LighttrafTicapproachtoacellularsystemwith   

mobilesubscribers」   

‥＝崎源清（東京椰心神、；ご‥技術人′、r‥）  

問合せ先：東京工業人！’；ノニ 人・、封封旧制世上、〃軒先科   

数研い計隕杵、㌣甘攻 三妬Ill二八   

′r（さl．り3（5734）32川   

E－mail：miy（）Shi桓is．titech．ac．jp   

瀞会合案内   

〔第214回新宿OR研究会〕  

日 時：十戒14隼1JJ151】（火）12：（）（ト13∴う（）  

場 所：火人糾合議※（新宿センタービル53F）  

テーマ：「原十月安仝．トに原／・力発揖施設の安仝」  

講 師：州II秀雄爪（（柵原／・力安仝研究1れ念理車夫．   

前原J′一力安仝委ii会委日長．束！j（人′、iご‥れ誉教投）  

参加費：3，（）（）（＝り  

問合せ先：lりゞOR一半会■Ji卿‖1   

磯公募案内   

・静岡大学工学部 システム工学科  

募集人員：助教授または講帥1れ  

専門分野：オペレーションズ・リサーチで離散システ   

ム最適化閻油  

担当授業科目：「グラフとネットワーク」，「数理．汁   

両」，「データ解析」て享．なお本・、rでは≠門科＝＝外   

に教養村lほ抑、11することも義務付けられています．  

応募資格：（1）伸上の・、j叩二をイJ‾し，、11．該・、判‖け川㌣ぐト分   

か研究成績をイfするノノ，（2）．汁ち；‡二機システムをf11川し   

た．溝ぷ，満習，′耳順を楯制泄ノに矧利されるノ∴（3）牛   

齢が30歳以仁で4（）ナ未満のノノ  

着任時期：十戒14牛4JJll11黒布で汁，氷るだけl†I▲い   

畔期．  

732（6（））  © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



、jご二会だより  

（杏読付き論文，合議発衣で），（針研究計両，教自指   

やノノ針（仰せてA4川紙1化粧度），（∠1）（lIj▲能なら   

ば）問合せ日米る推薦署2名程度の氏名・連絡先リ   

スト  

問合せ先：東京1二業人′、拙l細川！仁、；珊「′光村 数州・．汁   

算科乍草城   

問榔 戊（Tel．（）二う（5734）：うH77，E－mail：maSe桓is．  

titech．ac．jp）   

小㍑政和（Tel．0：う（5734）320l，E－mail：kojima   

¢is．titech．ac．jp）   

■1一：；i打率雄（Tel．03（5734）32（）3，E－mail：yuki（）＠is．   

titech．ac．jp）  

＊．洋しくはhttp：／／www．is．titech．ac．jp／をご覧卜さい．  

会員名簿刊行のお知らせ  藤平成14年度会費納入のお願い（事務局）   

、ド戊14隼度の会畑iI－i求パニをお送りいたしま  

したので，おItl・めにご送金くださるようお願い  

いたします．なJ㍉lニ川二度以前の会費を木納  

のノバま′ナわせてお支払いくださるよう重ねてお  

願いいたします．  

〔預金口座振替ご利用の方へ〕   

γ成14隼度会費振作は平成14年1月21日  

（月）になります．振替金額の不足のないよう，  

損金蟻．t’Jiをご碓．認いただければトいです．  

（事務局）   

2（）（）1隼版の会ぃわ簿（会員限定）が発刊され  

ました．E－1Tlailaddress、一、Iif（［，分野も翌録され、  

：川二弘之りの改定版です．まだ残部がありますので，  

賦人ご希ヤさの会員のノバニは，1肝4，（）0（）lリでおわ  

けいたします．FAXもしくはハガキでお申込み  

ください．（消費税は非．乱視です）   

氏名・会＝番ぺ・・代令支払ノバよ（振込でお願い  

いたしますが，．；1写求．暮；ニて宇必要のイI▲無など）をご．i」  

人ください．   

学会事務局年末年始休業のお知らせ   

平成13年12月28日（金）～平成14年1月4日（金）  

訓‖l‖＝llll一日‖川＝＝‖川l＝＝‖川Ill川‖‖川‖＝‖川Illlllll＝‖‖川‖＝‖＝ll＝lll＝ll‖‖l‖ll＝l‖川Il川‖l一日Ill川‖川Illl‖ll‖‖ll川Ill＝＝‖た   

2（）（）1牛12＝1一  （61）733   
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