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2020～2021年度役員等の選挙日程
（1）会長候補者の信任投票
（2）改選役員（理事，監事）の選挙
（3）代議員の選挙
以上3件とも，2020年2月に名誉会員，正会員による投票の予定です．なお，（2）は本誌による広報，

（3）は信任投票になる場合もあります．また，改選数と候補者数が同数の場合，無投票になることがあり
ます．

● 2020～2021年度　役員候補者ご推薦のお願い

役員規程に従って2020～2021年度の役員の選出を行います．つきましては，候補者のご推薦をお願いいたします．
・推薦者は，名誉会員または正会員5名以上とし，ご本人の同意を得たうえでご推薦ください．
・会務の分担ごとの選挙のため，下記推薦届の□に ✓を入れてください．
・推薦届締切：2019年12月16日（月）
・推薦届送り先： OR学会事務局 〒101–0032 東京都千代田区岩本町1–13–5 サン・チカビル7F 

TEL: 03–3851–6100, FAX: 03–3851–6055, E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp

公益社団法人　日本オペレーションズ・リサーチ学会
選挙管理委員会

…………………………………………………… 切　り　取　り　線 ……………………………………………………

2019年　　月　　日

役員候補者（会長を除く）推薦届

公益社団法人　日本オペレーションズ・リサーチ学会選挙管理委員会殿
2020～2021年度日本オペレーションズ・リサーチ学会の役員
□副会長（1名） □庶務理事 □研究普及理事（普及） □編集理事（論文誌） □会計理事
□渉外理事 □広報理事 □大会理事（九州支部） □無任所理事 □監事

　　　　　　　　　　　　　　　　氏を推薦いたします．

　　　推薦代表者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞（所属：　　　　　　　　　　　　　 　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

候補者略歴（100字程度）

 

 

 

 

上記の推薦に同意します．候補者　　　　　　　　　　　　㊞　（所属：　　　 　　　　　　）
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公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
〒101–0032 東京都千代田区岩本町 1–13–5 サン・チカビル 7F

電話（03）3851–6100　　Fax （03）3851–6055
http://www.orsj.or.jp/
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● 2020～2021年度代議員立候補のお願い

代議員選挙規程に従って2020～2021年度の代議員
の選出を行います．つきましては，立候補をお願いい
たします．
・代議員候補者は，名誉会員または正会員とします．
・立候補届締切：2019年12月16日（月）（メール送
付，書式自由）
・立候補届送信先：OR学会事務局
 E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp

 （選挙管理委員会）

●日本OR学会各賞の候補ご推薦のお願い

本学会では，業績賞，実施賞，普及賞，研究賞，研
究賞奨励賞，事例研究賞，論文賞，学生論文賞を設定
し，それぞれの分野で顕著な成果・業績を挙げられた
個人や企業を表彰しております．つきましては，今年
度も受賞候補者の積極的なご推薦を募ります．
過去の受賞者一覧は学会HPに掲載しています．

推薦締切日：
1. 研究賞，研究賞奨励賞，事例研究賞：2020年

1月31日（金）
2. 学生論文賞：2020年3月31日（火）
＊論文賞の推薦はありません．
推薦書送付先：OR学会事務局

E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
詳細や推薦状フォーマットは，学会WEB「OR学
会各賞候補者募集」ページをご確認ください．
〔研究賞〕
昭和43年（1968年）に創設された大西記念文献賞，
およびそれを継承した文献賞を受け継ぎ，2011年度
から設けられた本学会で最も歴史のある賞です．次の
条件を満たす個人に贈られます．1. 本学会員である
こと． 2. 独創性と将来性に富み，ORの発展に寄与す
る研究業績を挙げていること．授賞対象とする研究業
績は過去5年以内のものとし，毎年1名程度を表彰す
る予定です．（副賞金50万円／1名）

〔研究賞奨励賞〕
若手研究者個人を対象とする賞です．上の研究賞の
条件に加えて被推薦者の年齢に関して次の条件があり
ます．被推薦者は，原則として応募締め切り時に満
35歳以下であること．ただし，OR研究歴が短い方は，
この年齢制限を超えていても構いません．授賞対象と

する研究業績は過去3年以内のものとし，毎年4名程
度を表彰する予定です．（副賞金20万円／1名）
〔事例研究賞〕

ORの優れた事例研究に対して贈られます．毎年3件
程度を表彰する予定です．個人の場合は本学会員，グ
ループの場合は本学会員を含むグループ，企業の場合
は賛助会員企業が対象です．
〔論文賞〕

2010年度より設けられた新しい賞です．過去1年
間に本学会論文誌に掲載された論文のうち，特に優れ
たもの1編に贈られます．授賞論文の著者すべて（非
会員が含まれる場合も全員）を表彰します．なお，論
文賞の推薦は募りません．（副賞金30万円／1件）
〔学生論文賞〕
学生によるORに関する優れた研究に対して贈られ
るものです．対象は，来春提出される学部の卒業論文，
または大学院の修士論文とします．毎年5編程度を表
彰する予定です．学生・指導教員がともに本学会員で
あることが必要です．詳しい募集要項は，本誌2月号
に掲載します．

● 2020年春季シンポジウム（第82回）

日　程：2020年3月11日（水）
場　所：奈良春日野国際フォーラム
実行委員長：山下信雄先生（京都大学）

● 2020年春季研究発表会

日　程：2020年3月12日（木）～13日（金）
場　所：奈良春日野国際フォーラム
実行委員長：笠原正治（奈良先端科学技術大学院大学）

●研究部会・グループ開催案内

〔超スマート社会のシステムデザインのための理論と
応用〕
・第6回
日　時：2019年12月4日（水）16 : 00～18 : 00
場　所：京都大学数理解析研究所 （RIMS） 2階　204室

http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/ja/access-01.html
テーマと講師：
（1） “Building optimal solutions to prize-collecting 

Steiner tree problems on supercomputers”
Yuji Shinano（Zuse Institute Berlin）

（2） “Experiments with a general Benders’ decom-
position framework in SCIP”
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Stephen J Maher（University of Exeter）
部会WEB：https://sites.google.com/site/supersmart 

societysystem/

〔待ち行列〕
・第285回
日　時：2019年12月21日（土）14 : 00～17 : 00
場　所：東京工業大学大岡山キャンパス西8号館（W）

809号室
テーマと講師：
（1） 「自然対人工体の数理的小宇宙研究：ペアマッ

プ，松井の理論とブラックホール」
 松井正之（電気通信大学，神奈川大学）
（2） 「上ブロック・ヘッセンベルグ型マルコフ連鎖

の定常分布計算に対する逐次更新アルゴリズム」
 増山博之（京都大学）

部会WEB：http://www.orsj.or.jp/queue/

● 2020年度研究部会新設および継続の申請
について

研究普及委員会では，その活動の大きな柱の1つと
して，研究部会・グループの設立・運営のお手伝いを
しております．研究部会の設置期間は，原則として
2年以内ですが，理事会の承認が得られればさらに1
年延長することも可能です．部会が発足しますと財政
的な補助もいたします．研究テーマは，基礎理論から
実践研究までご自由にお考えいただいて結構です．
今年度活動中の研究部会・グループは以下のとおり
です．詳しくは学会WEBをご覧ください．

常設研究部会
1 待ち行列
2 数理計画（RAMP）
3 評価のOR
4 意思決定法
5 サプライチェーン戦略
研究部会
1 エネルギーミックスの諸問題とOR
2 データサイエンスとマーケティング分析
3 最適化とその応用
4 食とその周辺
5 不確実状況下における意思決定とその周辺
6 危機管理と社会とOR
7 ヘルスケアのOR
8 インフラのOR的展望

9 超スマート社会のシステムデザインのための
理論と応用

10 動的決定モデルとその応用
11 信頼性とその応用
研究グループ
1 地域課題解決のOR
2 数理的発想とその実践
3 量子コンピュータと次世代計算機活用

申請の締切は新設・継続ともに12月6日（金）です．
申請用紙は事務局までご請求ください．

●協賛・後援案内

＊OR学会が協賛・後援するイベントの情報です．詳
細は主催者へお問い合わせください．

・第53回化学工学の進歩講習会
日　程：2019年12月3日（火），4日（水）
場　所：名古屋市工業研究所（名古屋市熱田区六番

3–4–41）第1会議室
テーマ：最新情報技術活用によるプロセス産業スマー
ト化―AI, IoT, MIの基礎から最前線まで―

主　催：化学工業会東海支部
WEB：http://scej-tokai.org/

・進化計算シンポジウム2019

日　程：2019年12月14日（土），15日（日）
場　所：HOTEL & RESORTS MINAMIAWAJI（兵
庫県南あわじ市）

主　催：進化計算学会
WEB：http://www.jpnsec.org/symposium201903.html

・第51回Continuing Educationシリーズ講習会
 「AI・IoT・ビッグデータ活用の基礎とプロセスへの
実装」

日　程：2020年1月21日（火）9 : 30～17 : 40
場　所：早稲田大学西早稲田キャンパス55号館N棟

1階大会議室
主　催：化学工学会関東支部事務局
WEB：http://www.scej-kt.org

●新入会員（2019年10月理事会承認分）

―正会員―
西園　茂雄  デトロイト トーマツ コンサルティ

ング合同会社

https://sites.google.com/site/supersmartsocietysystem/
https://sites.google.com/site/supersmartsocietysystem/
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三森　亮平  EYトランザクション・アドバイ
ザリー・サービス（株）

―学生会員―
兼岡　新司 広島大学（中国・四国支部）
大場　春佳 静岡理工科大学（中部支部）
渡邉　真一 防衛大学校
尾崎玲央奈 中央大学
天海　　透 法政大学
上田　朗弘 防衛大学校
田島絵里佳 東京理科大学
三宅　　伸 中央大学
大塚　貴郁 首都大学東京
佐藤　由佳 お茶の水女子大学
西　　颯人 東京大学

山本　健弘 慶応義塾大学
枇々木裕太　 慶応義塾大学
男虎　大和 福島大学（東北支部）
西野上和真 電気通信大学
左方　智樹 筑波大学
羽佐田紘之 東京大学
税所　航平 九州工業大学（九州支部）
吉瀬　紘平 九州工業大学（九州支部）
御厨　　徹 九州工業大学（九州支部）
小原　光暁 東京大学
歌島　侃勇 九州工業大学（九州支部）
大塚あいみ 北九州市立大学（九州支部）

＊支部表記のない方は本部所属です．
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2020年度年会費納入のお願い

2020年度（2020年3月1日～2021年2月28日）
年会費の請求書を11月に発送します．支払取扱票
は，2020年1月以降もご使用可能です．
請求書が必要な場合は，必要事項（会員氏名，請
求金額，請求書宛名（個人名／法人名／法人名＋
個人名），請求書の日付指定の有無，様式の指定…
請求書／見積書／納品書，指定用紙など）をメー
ルにて事務局へご連絡ください．

OR学会の事業年度は3月～翌年2月です．

年会費専用振込み口座

みずほ銀行 根津支店（店番号235）普通1124744
口座名： 公益社団法人日本オペレー

ションズ・リサーチ学会
シヤ） ニホンオペレーショ
ンズリサーチ 
ガッカイ

郵便振替口座 00190–6–79492
口座名： 公社）日本オペレーション

ズリサーチ学会

ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）（店番号019）
当座　0079492
口座名： 公社）日本オペレーションズ

リサーチ学会

年会費（不課税）　正会員14,400円
　　　　　　　 学生会員  5,000円
　　　　　　 シニア会員  7,200円
*手数料は払込人様ご負担でお願いします．
*お名前はフルネームでお書きください．
* 所属機関からお支払の場合は，対象の個人会員名
と所属機関を事務局にお知らせください．

シニア会員について

正会員のうち，20年以上正会員を継続し，会費
を完納している60歳以上であり，定常収入を有し
ない方は，理事会の承認によりシニア会員になるこ
とができます．申請／承認後，翌年度よりシニア会
員となります．シニア会員の会費は7,200円です．

特別会員について

正会員のうち，身体障害者手帳をお持ちの方は，
その手帳の写しを事務局に提示していただくこと
により，特別会員として年会費半額の免除制度が
あります．申請／承認後，翌年度より特別会員と
なります．特別会員の会費は7,200円です．

年会費の口座振替（正会員）

年会費自動振替の方は2020年1月20日（月）に
「2020年度年会費」を引き落とし予定です．口座振
替の中止や振替口座変更をご希望の場合は，12月
15日までに事務局にメールでお知らせください．

2020年3月ご卒業の学生会員の方へ

1）ご就職により正会員として会員継続希望の方へ
新所属先（郵便番号，住所，所属機関，所属部署，

電話番号，メールアドレス），新自宅住所，連絡先
メールアドレス（所属先／自宅）および，OR誌送
付先（所属先／自宅）を事務局にお知らせください．
2）退会希望の方へ
退会理由（卒業，大学院修了等）を書いて，メー

ルにて事務局へご連絡ください．

学生会員年会費無料化キャンペーン

OR学会では学会活性化の一環として，2013年
度から開始した「学生会員年会費無料化キャンペー
ン」を継続中です．
1）学生新入会希望で，かつ指導教員が正会員の方
は，学生会員年会費5,000円は無料となり，入会金
600円でご入会できます．
①WEBからの入会申込み
②入会金600円のお振込み
③指導教員様からの応募メール（「指導教員様の
お名前，ご所属，学生の方のお名前，ご所属，
メールアドレス」）

以上3点をもって，無料化受付が完了します．
2）学生新入会希望で，指導教員様が非会員の場合
は，「学生会員年会費無料化キャンペーン対象外」
となり，通常の年会費5,000円が必要となりますの
で，ご注意ください．

OR学会事務局

〒101–0032 東京都千代田区岩本町1–13–5
サン・チカビル7F
TEL: 03–3851–6100　FAX: 03–3851–6055
E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
*各種お届けは，会員氏名と新旧の変更内容を明記
してメールにてご連絡ください．
（住所／所属先／メールアドレス／ OR誌送付先等
の変更，退会届）

学会事務局冬季休業のお知らせ

2019年12月29日（日）～2020年1月5日（日）


