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会員専用ページ（マイページ）開設のお知らせ
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この度，インターネットから皆様の登録内容の確認・変更や，会費納入状況の照会ができる「マイページ」を
開設する運びとなりました．つきましては，下記の利用案内をご参照のうえ，ご自身の登録内容の確認と修正を
お願いいたします．

■マイページへのログイン手順
1）学会HP（https://iap-jp.org/orsj/mypage/login/login）からアクセスする．
2）ログイン画面に，会員番号8桁（半角）とパスワード8桁（半角）を入力してログインする．
3）ログイン後はメインメニューから「登録内容の確認・変更」等を選択し，ご利用ください．

■パスワードについて
パスワードは上記の手順でログインした後，「パスワードの変更」画面にて各自変更することができます．パ

スワードがわからなくなった場合には，ログイン画面下の「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックしてく
ださい．その際，メールアドレスが登録されている必要があります．
尚，個人情報の為，お電話でのパスワードのお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください．

■登録内容の確認・変更の際のご注意
1.　住所について
住所変更があった場合，また政令指定都市への移行や市町村合併等で住所表記が変わった場合は，必ず変更を

お願いします．マイページから変更される場合は，数字やハイフンは半角で入力してください．また，外字，ギ
リシャ数字，機種依存文字は文字化けしますので使用しないでください．
＊ 会員情報の変更に伴い「郵送物送付先」「請求書送付先」に変更がある場合は，送付先変更も忘れずにお願い
いたします．

（機関誌の郵送先変更は毎月20日までの登録修正分が有効となり，新住所へ送付されます）
2.　メールアドレスについて
メールアドレスをお持ちの方はできるだけ登録いただけますよう，ご協力をお願いいたします．
また，メールアドレスを登録されている方は，再度，登録アドレスの確認をお願いいたします．
今後はご登録いただいた送付先メールアドレスに，学会からのご案内をお送りさせていただきます．

3.　氏名・会員種別の変更は，マイページではできませんので，改姓や学生会員からの変更等の場合は，事務局
までメールでご連絡ください．

4.　無料学生会員への機関誌送付は2020年度末で終了します．
機関誌送付希望者は有料学生に変更し，年会費（5,000円）が必要となります．
変更を希望される場合は，事務局までご連絡ください．

＊退会のご連絡は
①会員番号，②氏名，③退会理由
をご記入の上，メールにてお知らせいただけますようお願いいたします．
E-mail: jimukyoku＠orsj.or.jp

No. 599
2021年
6月 OR学会だより

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/

（61）



オペレーションズ・リサーチ400

学会だより

学 

会 

だ 

よ 

り

● 2021年秋季シンポジウム（第85回）

日　程：2021年9月15日（水）
場　所：オンライン開催
実行委員長：藤澤克樹（九州大学）

● 2021年秋季研究発表会

日　程：2021年9月16日（木）～17日（金）
場　所：オンライン開催
実行委員長：古川哲也（九州大学）

●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．

・慶應義塾大学理工学部管理工学科／大学院理工学研
究科開放環境科学専攻
・【公募1（経済分野）】
募集人員：准教授，専任講師，専任講師（有期），ま
たは助教（有期）　いずれか1名．（准教授，専任講
師の場合は任期無し．最長雇用期間は専任講師（有
期）の場合は5年間，助教（有期）の場合は3年
間）
専門分野：経済（様々な組織の経営や，それを取り巻
く社会に関する課題解決に対し，経済学的な分析を
基盤としつつも，管理工学・経営工学的な視野に
立って数理・計量的なアプローチにより研究・教育
ができる人材）
着任時期：2022年4月1日
応募締切：2021年6月18日（金）（必着）
問合先：〒223–8522　神奈川県横浜市港北区日吉

3–14–1
慶應義塾大学理工学部　管理工学科主任　鈴木秀男
E-mail: shunin@ae.keio.ac.jp
詳細は，次の大学Webサイト，JREC-INをご参照く
ださい．
大学Webサイト：https://www.st.keio.ac.jp/corporati 

ons/recruit/20210322_01.html
JREC-IN: https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail

?fn=3&id=D121031233&ln_jor=0

・【公募2（情報科学分野）】
募集人員：専任講師，専任講師（有期），または助教
（有期）　いずれか1名．（専任講師の場合は任期無

し．最長雇用期間は専任講師（有期）の場合は5年
間，助教（有期）の場合は3年間）

専門分野：情報科学（情報科学を基盤とし，共生イン
タラクションや自律・汎用AI, IoT, データサイエン
ス，計算社会科学など，Society 5.0の先を見据え
た次世代AI実現に向けた研究開発を，多様な異分
野連携の下，管理工学・経営工学的視点から現場問
題解決を視野に入れつつ，アクティブに研究・教育
ができる人材）

着任時期：2022年4月1日
応募締切：2021年6月18日（金）（必着）
問合先：〒223–8522　神奈川県横浜市港北区日吉

3–14–1
慶應義塾大学理工学部　管理工学科主任　鈴木秀男
E-mail: shunin@ae.keio.ac.jp

詳細は，次の大学Webサイト，JREC-INをご参照く
ださい．
大学Webサイト：https://www.st.keio.ac.jp/corporati 

ons/recruit/20210322_02.html
JREC-IN: https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail

?fn=3&id=D121031234&ln_jor=0

●研究部会・グループ開催案内

〔意思決定法〕
・第53回
日　時：2021年6月11日（金）16:30～18:30
会　場：Zoomによるオンライン開催
テーマと講師：
（1） 「ブレスのパラドックスにおける階層分析による

マクロ意思決定的考察」
杉浦伸（名城大学）

（2） 「Multi-branch treeを用いた予算配分法とその誤
差評価について」
大山口菜都美（秀明大学）

参加申込先：https://forms.gle/yxMzKYCf66B4kYgq8
部会HP：https://orsj.org/decision/
お問い合わせ先：ahp.decision.orsj@gmail.com

〔待ち行列〕
・第296回
日　時：2021年6月19日（土）14:00～17:00
場　所：オンライン
テーマと講師：
（1） 「一期一会の数理とその応用」
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巳波弘佳（関西学院大学）
（2） 「メッセージ分割が発生するネットワーク環境で

の最適なパケット長について」
池川隆司（東京大学・早稲田大学・神奈川工科大
学・（株）アルテ）

〔危機管理と公衆安全〕
・第2回
日　時：2021年6月24日（木）15:00～16:30
場　所：政策研究大学院大学・1階研究会室1A
テーマと講師：
（1） 「自然災害に対する社会インフラの復旧過程と水

道インフラが抱える課題に関する計量分析」
*河瀬雄司（メタウォーター株式会社），大山達雄（政
策研究大学院大学），本明悠（メタウォーター株式会
社）
（*は講演者）

〔最適化手法とアルゴリズム（SOMA）〕
・第1回
日　時：2021年7月30日（金）14:00～18:00
会　場：Zoomによるオンライン開催
テーマと講師：
（1） 「錐最適化におけるエラーバウンド：一から最近

の結果まで」
武流野・F・ロウレンソ（統計数理研究所）

（2） 「不可分財の確率的公平割当」
河瀬康志（東京大学）

参加費用：無料
参加資格： 自由（会員／非会員不問）．学生の方のご

参加も歓迎いたします．
参加登録： こちらのフォームから参加登録をお願いい

たします． 
https://forms.gle/DkpXFk79zEistvd67

部会HP： http://trout.math.cst.nihon-u.ac.jp/~ito.m/
soma/index.html

お問い合わせ先： 幹事　伊藤勝 
ito.m@math.cst.nihon-u.ac.jp
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2021年度年会費納入のお願い

2021年度（2021年3月1日～2022年2月28日）
年会費の請求書を11月に発送しました．支払取扱
票は，2021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．

年会費の口座振替日変更のお知らせ

年会費自動振替の方は2021年2月22日（月）に
引き落としました．

2021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．
3）機関誌送付希望者は有料学生に変更し，年会費
（5,000円）が必要となります．

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
*各種変更はマイページをご利用ください．変更で
きない項目や退会届はメールにてご連絡ください．
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