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kyu＠orsj．or．jp   

◎平成16年秋季研究発表会   

日 程：9月 8日（水）研究発表会，懇親会  

9日（木）研究発表会，  

10日（金）見学会  

場 所：東北大学川内北キャンパス講義棟（仙台市青   

葉区川内）  

特別テーマ：「ものづく－）とOR」  

実行委員長：石川明彦（岩手大学）  

特別講演：（参加貿無料）   

白幡洋一氏（束北Ijコー㈱代表取締役社長）   

井口泰孝氏（東北大学未来科学技術共同研究センタ   

ーセンター長）  

事前振込み参加費：正・賛助会員6，000円，学生会員   

2，000円，非会員8，000円  

当日中込み参加費：正・賛助会員7，000円，学生会員   

2，000円，非会員10，000円（但し，学生の方は，   

学生証の提示で2，000円）  

登壇料：非会員のみ，参加費と別途2，000閂／件（本   

学会の許可が必要）  

＊事前振込みは，8月号に綴込みの振替用紙にて8月   

31日（火）までにお振込下さし－．（欠席の場合，参加   

曹の返金はできません．アブストラクト集を送付致   

します．）  

懇親会：9月8日（水）東北大学川内北キャンパス  

（会費：事前振込み4，000軋 当日中込み5，000円）  

見学会：9月10日（金）9：00～15：30予定（参加貿   

4，000円，昼食込）  

見学場所：宮城児古川市，岩出山町周辺  

問合せ先：2004年日本OR学会秋季研究発表会実行   

委員   

鈴木賢一（束北大学大学院経済学研究科），塩浦昭   

蓑（東北大学大学院情報科学研究科）   

E－mail：Or2004f＠dais．is、tOhoku．ac，jp  

＊詳しくは，http：／／www．dais．is．tohoku．ac．jp／   

～or2004f／index．htmlをご覧下さい．  

⑳第52回シンポジウム   

日 時：平成16年9月7日（火）13：00～17：50  

場 所：東北大学川内北キャンパス講義棟  

テーマ：「福祉とその周辺」  

実行委員長：中山 明（福島大）  

プログラム：  

1）13：00～14：05  

「日本における医療機器開発の現状と将来」   

尾股定夫（日大工学部次世代工学技術センター，日   

本大学工学部教授）  

2）14：15～15：20  

「高齢社会を支える地域ネットワーク」   

坂本 仁（医療法入社団 坂本医院）  

3）15：30～16：35  

「介護保険制度と要介護認定アルゴリズム」   

大内 東（北海道大学大学院情報科学研究科教授），   

仙田 崇（北海道大学工学研究科博士後期過程）  

4）16：45～17：50  

「コンピュータと福祉・医療」   

魂 大名（会津大学教授）  

事前振込み参加費：正・賛助会員3，000円，学生会員  

1，000円，非会員4，000円  

当日中込み参加費：正・賛助会員4，000円，学生会員  

1，000円，非会員5，000円  

（学生の方は，学生証提示で1，000円）  

＊なお，会員特典として，平成16年から個人正会員  

（年会費納入済み）がシンポジウムに参加する場合   

は，春，秋開催のうち年1回に限り，シンポジウム   

参加費が無料となります．この特典を利用する場合   

は事前申込が必要です．研究発表会にもご参加の場   

合は，8月号綴込みの振込用紙の「特典利用」に○   

をつけて研究発表会参加費をお振込みください．シ   

ンポジウムのみご参加の場合は，下記OR学会事務   

局宛にFAXで記入済み振込用紙を送付，またはメ   

ールにて特典利用の旨をご連絡下さし、．  

問合せ先：中山 明（福島大学行政社会学部）   

E－mail：nakayama＠ads．fukushima－u．aC．jp  

OR学会事務局：FAX．03（3815）3352 E－mail：ken－  
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学会だより  

星野伸明（金沢大学）  

20日午後「連続最適化における最近の理論と応用」  

（仮）   

吉瀬章子（筑波大学）  

問合せ先：第16回RAMPシンポジウム事務局   

E－mail：ramp2004－SeCretariat＠rmp．kanazawa－   

gu・aC・Jp   

Tel／Fax．076（229）8939   

http：／／www．kanazawa－gu．aC．jp／～kuwano／   

ramp2004／も合わせてご覧ください．   

㊧研究部会・グループ開催案内   

〔OR／MSとシステムマネジメント〕  

・第2回  

日 時：9月11日（土）15：00－17：00  

場 所：東京工業大学 百年記念館2階第1会議室  

（東京都目黒区大岡山2－12－1．   

最寄り駅：目黒線，大井町線大岡山駅から徒歩約2   

分，束京工業大学正門入口を入って右側）  

テーマと講師：「技術経営と組織知能」   

丹羽 清（東京大学大学院総合文化研究科広域科   

学専攻広域システム科学系）  

問合せ先：神奈川工科大学情報工学科 田中宏和   

Tel．046（291）3203 E－mail：tanaka＠ic．   

kanagawa－it．ac．Jp   

⑳会合案内   

〔第241回新宿OR研究会〕  

日 時：9月21日（火）12：00～13：30  

場 所：東天紅会議室（新宿センタービル53F）  

テーマ：「信頼性について」  

講 師：藤川元重氏  

（元栓下通信工業㈱品質技術部長）  

参加費：3，000円  

問合せ先：日本OR学会事務局   

◎他学協会案内  

他学会等が主催する大会やシンポジウムで当学会が  

協賛しているものについては，原則として主催学会の  

会員と同じ費用で参加できますので，皆様奮ってご参  

加下さい．  

・第6回日本感性工学学会大会  

主 催：日本感性工学全  

日 程：9月9日（木），10日（金），11日（土）  

（81）555   

㊧第14回企業事例交流会   

趣 旨：企業事例交流会とは企業のOR実務担当者に，   

OR実施例（問題の発生からさまざまな苦労を経て   

解決に至る苦労話など）を新規研究の発表という形   

式ではなく，ORの適用事例という位置付けで発表   

していただき，学識者の方，他企業の方と意見交換   

をして頂く場です．  

日 程：9月8日（水）13：20～15：50  

場 所：東北大学川内北キャンパス講義棟（仙台市青   

葉区川内）A会場  

．参加方法：研究発表会のセッションの一部として行い   

ますので，研究発表会参加の手続きをして下さい．  

講 師：  

・三留立実（新日本製織㈱）   

「製鉄業の生産管理システムにおける最適化手法通   

用」  

・大西真人（㈱富士通総研）   

「OR技術を活用したコンサルティング事例～ロジ   

スティクスネットワーク最適化とバッチプロセスス   

ケジ ューリング～」  

・佐藤泰現（東洋ビジネスエンジニアリング㈱）   

「ビジネスアプリケーションの設計分野とOR」  

・川原亮一，森 達哉，阿部威郎（NTTサービスイ   

ンテグレーション基盤研究所）   

「超高速ネットワークにおけるトラヒッタ測定分析   

技術」  

問合せ先：㈲日本オペレーションズ・リサーチ学会事   

務局   

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

⑳第16回RAMPシンポジウム   

日 程：平成16年10月19日（火），20日（水）  

会 場：石川児金沢市金沢市文化ホール  

＊会場についてはhttp：／／www．bunka・h．gr．jp／をご覧   

下さい．  

主 催：㈲日本オペレーションズ・リサーチ学会  

実行委員長：前田 隆（金沢大学）  

プログラム：  

19日午前「離散最適化とその周辺」（仮）   

田村明久（京都大学）  

19日午後「鉄道の数理計画」   

八巻直一（静岡大学）  

20日午前「統計科学と最適化に関するセッション」  
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学会だより  

場 所：工学院大学新宿キャンパス  

問合せ先：日本感性工学会事務局   

Tel／Fax．03（3549）7727   

E－mail：jske＠jske．org  

＊詳しくは，http：／／www．jske．org／mainJp．htmlを   

ご覧下さい．  

・スケジューリング・シンポジウム2004  

主 催：スケジューリング学会  

日 程：9月29日（水），30日（木）  

場 所：静岡大学（浜松キャンパス）佐場合館・工学   

部システム工学棟  

問合せ先：八巻直一（実行委員会副委員長）   

〒432－8011浜松市城北3－5－1   

静岡大学工学部システム工学科   

Tel．053（478）1214   

E－mail：yamaki＠sys．eng．shizuoka．ac．jp  

＊詳しくは，http：／／scheduling．sunloft．co．jp／をご覧   

下さい．  

・プロ ジェクト マネジメ ント国際会議  

（ProMAC2004）  

主 催：プロジェクトマネジメント学会  

日 程：10月11日（月）～14日（木）  

場 所：幕張新都心・幕張メッセ国際会議場  

問合せ先：千葉工業大学プロジェクトマネジメント草   

科内 プロジェクトマネジメント学会   

Tel／Fax．047（478）2322  

＊詳しくは，http：／／spm．pm．it－Chiba．ac．jp／をご覧下   

さい．  

・学際的情報セキュリティ総合科学シンポジウム  

主 催：日本学術会議  

日 程：11月21日（日）～23日（祝），27日（土）  

場 所：21日 横浜市，岩崎学園1号館  

22日，23日 束京都文京区，中央大学後楽  

園キャンパス3号館3F  

27日 大阪市，大阪学院大学講堂  

問合せ先：開催事務局 Tel．03（3817）7414 E－mail：   

event＠tamajs．chuo－u．aCJp  

＊詳しくは，http：／／www．21coe．chuo－u．aC．jp／secu－   

rity／index．htmlをご覧下さい．   

⑳公募案内   

・東京理科大学工学部第一部経営工学科  

専門分野：情報工学・システム工学及びそれに関する   

分野  

556（82）  

募集人数：嘱託助手1名  

任  期：3年  

所   属：東京理科大学工学部第一部経営工学科  

担当科目：情報メディア実験及び数学演習  

応募資格：博士号取得者または平成17年3月までに   

取得見込みの方（着任時に学位を取得しているこ   

と）で，30歳住までの教育・研究に熱心な方  

着任時期：平成17年4月1日（金）  

提出書類：（1）履歴書（写真貼付），（2）業績リスト，（3）   

主要論文の別刷（コピー可），（4）現在までの研究の   

概要（1000字程度），（5）経営工学の将来に対するビ   

ジョン（1000字程度），（6）博士号取得見込みの方は   

指導教授からの推薦書  

応募締切：平成16年9月30日（木）必着  

問合せ先及び書類送付先：   

〒162－8601新宿区神楽板卜3   

東京理科大学工学部第一部経営工学科学科主任   

教授 山口俊和 Tel．03（5228）8351  

＊封筒に朱書きで「工学部第一部経営工学科肋手応募   

書類在中」と明記し，簡易書留あるし、は書留にて送   

付願います．  

・東京理科大学工学部第一部経営工学科  

専門分野：統計学およびその関連分野  

募集人数：教授，または助教授または講師1名  

担当科目：続計工学，実験計画法，多変量解析，経営   

工学実験等（相談の上決定）  

応募資格：（1）博士の学位，またはそれと同等以上の研   

究業績を有する方，（2）大学院での研究指導，教育を   

担当できる方，（3）原則として年齢45歳以下の方、  

（4）経営工学に強い関心・経験がある方．  

着任時期：平成17年4月1日（金）  

提出書類：（1）履歴書（写真添付．E－111ailアドレス記   

入），（2）研究業績リスト，（3）主要論文別刷または著   

書計3編，（4）研究，教育に対する抱負（A4版2ペ   

ージ字以内）  

応募締切：平成16年9月30日（木）必着  

問合せ先及び書類送付先：   

〒162－8601新宿区神楽坂ト3   

東京理科大学工学部第一部経営工学科学科主任 教   

授 山口佐和 Tel．03（5228）8351E－mail：yama   

＠ms，kagu．tus．ac．）P  

＊封筒に朱書きで「工学部第一部経営工学科教員応募   

書類在中」と明記し，書留にて送付願います．  

・国立大学法人電気通信大学大学院情報システム学研  

オペレーションズ・リサーチ  
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学会だより  

＊封筒に朱書きで「社会情報システム学講座助教授応   

募書類在中」と明記し書留にて送付願います．  

選抜方法：書類・業績審査の後，必要に応じてプレゼ   

ンテーションをお願いすることがあります．  

究科  

専門分野：社会情報システム学（社会システム論，組   

織論，情報システム論，モデリングとシミュレーシ   

ョン，などを含む）  

募集人数：助教授1名  

所  属：国立大学法人電気通信大学大学院情報シス   

テム学研究科情報システム運用学専攻社会情報シス   

テム学講座  

応募資格：次の（1）の条件を満たすこと．さらに，原則   

として（2）及び（3）の条件を満たすこと（1）博士の学位を   

有する方，（2）大学，研究機関などで教育研究活動の   

経験を有する方，（3）着任時年齢35歳以下が望まし  

しヽ  

着任時期：平成17年4月1日（金）までのできる限り   

早い時期  

提出書類：（1）履歴書（写真添付．学歴，職歴，学会活   

動，受賞歴などを含む），（2）研究業績リスト（著書，   

学位論文，学術雑誌論文，国際学会論文などに分   

類），（3）学位論文要旨，（4）担当職務分野に関連する   

主要著書・学術論文別刷り（コピー可），（5）研究概   

要および研究計画書（2000字程度），（6）教育実績お   

よび教育に関する見解（1000字程度），（7）健康診断   

書，（8）参考となる意見を伺える2名の方の氏名と連   

絡先（ただし，著書については，返却を希望され，   

予めお申し出を戴いた場合は，返却いたします．）  

応募締切：平成16年9月30日（木）必着  

問合せ先及び書類送付先：   

〒182－8585東京都調布市調布ヶ丘1うー1   

国立大学法人電気通信大学大学院情報システム学研   

究科情報システム運用学専攻 専攻主任 箱崎勝也   

Tel．0424（43）5650 Fax．0424（43）5682   

E－mail：hako＠is．uec．ac．Jp  

ノ‾、＼  

⑳平成16年度会費納入のお願い（事務局）   

平成16年度の会費請求書をお送りいたしま  

したので，お早めにご送金くださるようお願い  

いたします．なお，15年度の会費を未納の方  

は合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〕   

預金口座振替をご希望の正会員の方は，学会  

事務局までTEL，FAX，郵便にてご連絡くだ  

さい．折り返し預金口座振替依頼書をお送りい  

たします．  
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学会事務局夏期休暇のお知らせ  

8月9日（月）～13日（金）  
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⑳lFORS2005のご案内  

・The17thTriennialConferenceoftheInternationalFederationofOperationalResearchSocieties   
3年毎に開かれるIFORSの第17回大会が，以下の日程で開催されます．  

日 程：2005年7月11日～15日  

場 所：ハワイ，ホノルル  

アブストラクト提出期限：2004年12月15日  

＊大会の案内状（Ca11forPapers）が学会事務局にあります．ご希望の方は，ご請求下さい．   

㈲日本オペレーションズ・リサーチ学会事務局   

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

＊詳しくは，http：／／www．informs．org／Conf／IFORS2005／をご覧ください．  
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