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●研究発表会・シンポジウムの担当ローテー
ションの変更について

研究発表会・シンポジウムを担当する支部の負担を
軽減するため，2021年度より，担当ローテーション
の変更を行います．
これまで春季・秋季ともに6年で一周のローテー
ションで，春季は6回中5回を本部，1回を関西支部が
担当し，秋季は6支部が1回ずつ担当しておりました．

2021年度以降は7年で一周のローテーションに変
わり，春季はすべて本部が担当し，秋季は6支部が担
当（うち，関西支部のみ2回）となります．
詳細は下記のとおりです．

2020年度まで：6年で一周のローテーション
春季：本部→本部→本部→本部→本部→関西
秋季：九州→東北→関西→中部→中国四国→北海道
2021年度から：7年で一周のローテーション
春季：すべて本部が担当
秋季： 九州→東北→関西→中部→中国四国→関西→

北海道

● 2019年秋季シンポジウム（第81回）

日　程：2019年9月11日（水）
場　所：東広島芸術文化ホールくらら
実行委員長：谷崎隆士（近畿大学）

● 2019年秋季研究発表会

日　程：2019年9月12日（木）～13日（金）
場　所：東広島芸術文化ホールくらら
実行委員長：土肥　正（広島大学）

●公募案内

＊詳細は，各機関のWEBおよび，OR学会WEB「職
員公募」をご覧ください．

・早稲田大学大学院創造理工学研究科経営デザイン
専攻
職位：教授（任期付）または准教授（任期付）
着任時期：2020年4月1日

募集人員：2名
教育・研究領域：下記①～⑤の経営デザイン分野の領
域のいずれかで教育・研究ができること，実務経験
を持つ方，あるいは実務への理解・関心が強い方，
また，IEベースでの思考や，改善活動などに理解
がある方が望ましい．
①マーケット・顧客開発，②製品・サービス企画・
開発，③サプライチェーンマネジメント／ロジス
ティクマネジメント，④生産マネジメント（調達・
製造・販売），⑤事業経営
（注）応募に当たっては，応募領域番号を明記のこ
と（複数も可）

応募資格：博士の学位を有する，または，2020年
4月1日までに博士学位を取得見込みの方，大学院
生の修士論文，博士論文の指導を行える方，研究と
教育の双方に情熱を持っておられる方，他の教員と
協力して，学部・研究科・学科・専攻の運営に力を
注いでいただける方，英語で研究・講義ができる方．
海外での教育・研究実績があることが望ましい．

業務内容：経営デザイン専攻に所属し，公募の5領域
のいずれかに関係する講義科目，プロジェクト研究
演習，大学院研究指導，入試業務，諸会議への参加
等を担当していただきます（科目名，内容は，現行
のものから変更になる場合があります）．

応募手続き：以下の書類を期限内に提出して下さい．
なお，別刷りを除き，全て下記URLにアップして
いる所定の書式をご使用下さい．所定書式に示す記
載の注意に従ってください．http://www.bdm.
waseda.ac.jp/doc/application_form_bdm2019.docx 
（下記の応募書類をセットにし，5部ご提出くださ
い．なお一部を正とし，残り4部はそのコピーでも
構いません．1～5については，必ず所定様式を使
用し，片面印刷としてください）．
1．応募履歴書：枚数制限なし，2．研究計画：A4
用紙2枚以内，3．教育に係る実績・抱負：A4用紙
1枚以内，4．研究業績リスト：枚数制限なし，5．
ご本人の照会可能な方2名，6．主要業績の別刷
り：5点以内（コピー可）

応募期限：
2019年6月14日（金）17時（日本時間）（必着） 
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選考方法：
第1次選考（書類審査），第2次選考（面接）

応募書類提出先及び問合せ先：
〒169–8555 東京都新宿区大久保3–4–1 
早稲田大学大学院創造理工学研究科経営デザイン専攻
連絡事務室（教員公募担当）宛
E-mail: BDMkoubo@list.waseda.jp

・情報・システム研究機構国立情報学研究所
公募職名・人員：准教授又は助教あわせて若干名  
（※教授としての採用を考慮する場合もあります）
採用時期：原則として2020年4月1日
任期：5年間
勤務条件等：情報・システム研究機構職員就業規則等
が適用されます．給与については，原則として，情
報・システム研究機構職員給与規程によります．た
だし，機構における今後の検討状況により，年俸制
給与等を適用することがあります．
応募期限：2019年6月28日（金）必着
選考方法：書類審査及び面接
採否（内定）通知：2019年9月末日頃までに本人あ
てに採否（内定）を通知します．
問合せ先：
（1）応募書類，身分等について
情報・システム研究機構国立情報学研究所総務部総
務課人事チーム
E-mail: koubo2019@nii.ac.jp
（2）研究内容について
情報・システム研究機構国立情報学研究所
情報社会相関研究会　教授　越前功
E-mail: koubo2019@nii.ac.jp

応募書類の送付先：
〒101–8430 東京都千代田区一ツ橋2–1–2
「情報・システム研究機構国立情報学研究所長」宛
WEB：http://www.nii.ac.jp/about/recruit/

●協賛・後援案内

＊OR学会が共催／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．

・2019年電気学会電子・情報・システム部門大会
日　程：2019年9月4日（水）～7日（土）
場　所：琉球大学
主　催：一般社団法人電気学会
WEB：http://denki.iee.jp/eiss/conf2019

・第21回日本感性工学会大会
日　程：2019年9月12日（木）～14日（土）
場　所：芝浦工業大学豊洲キャンパス
テーマ：感性を科学する知性
主　催：日本感性工学会
WEB：https://www.jske.org/taikai/jske21

・ 第11回全国研究発表大会・The 9th International 

Symposium on Operations Management and Strat-

egy 2019 (ISOMS2019)

日　程：2019年9月4日（水）～6日（金）
場　所：東京経済大学国分寺キャンパス
主　催：オペレーションズ・マネジメント&ストラ
テジー学会

WEB：https://jomsa.org/



オペレーションズ・リサーチ378（66）

学会だより

学 

会 

だ 

よ 

り

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

待ち行列研究部会　50年記念シンポジウム

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

日　程：2019年6月8日（土）
場　所：東京工業大学 蔵前会館・くらまえホール

プログラム・講演者（敬称略）：
13 : 30～13 : 50　開会挨拶～待ち行列研究部会の歴史紹介～　笠原正治（奈良先端科学技術大学院大学）

第 I部：Q部会の歴史と待ち行列研究の動向
13 : 50～14 : 15　「創設時の活動」高橋幸雄（東京工業大学　名誉教授）
14 : 15～14 : 40　「Qシンポジウムの成り立ち」髙橋　豊（京都大学　名誉教授）
14 : 40～15 : 05　「Q部会に関連する勉強会活動」山下英明（首都大学東京）
15 : 05～15 : 30　「待ち行列研究部会の活動状況―90年代半ばから現在に至るまで―」滝根哲哉（大阪大学）

15 : 30～15 : 50　休憩

第 II部：待ち行列研究部会・論文賞受賞者による研究紹介
15 : 50～16 : 20　「多重待ち行列モデルの解析から」小沢利久（駒澤大学）
16 : 20～16 : 50　「『半正定値計画法による待ち行列の過渡解析』とその後の研究」恐神貴行（日本 IBM）

16 : 50～17 : 00　閉会挨拶

17 : 30～19 : 30　懇親会（ロイアルブルーホール）

懇親会
日時：2019年6月8日（土）17 : 30～19 : 30
場所：東京工業大学 蔵前会館・ロイアルブルーホール（くらまえホールと同フロア）
会費：一般4,000円　学生1,000円
申込締切日：2019年5月31日（金）
申込先：幹事　フンドックトゥアン（筑波大学）E-mail: tuan@sk.tsukuba.ac.jp

詳細は，
OR学会WEB http://www.orsj.or.jp/activity/sigannai.html#machi
待ち行列研究部会WEB http://www.orsj.or.jp/queue/
をご覧ください．
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2019年度年会費納入のお願い

2019年度（2019年3月1日～2020年2月29日）
年会費の請求書を11月に発送しました．このゆう
ちょの支払取扱票は，2019年1月以降もご使用可
能です．
大学または，会社宛の請求書が必要な場合は，以

下をメールにて事務局にお知らせください（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）．

OR学会の事業年度は3月～翌年2月までです．

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2019年1月21日に「2019
年度年会費」を引き落としいたしました．

2019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．

2019年度の会費はそのままです．2019年11月に
2020年度正会員年会費14,400円の請求書を発送い
たします．
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）


