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議案の審議 
 
第 1号議案 平成 25 年度事業報告 

1. 刊行物
1-1 学会誌 Vol.37-No.3, No.4, No.5, No.6, Vol.38-No.1，No.2 を発行． 
＜37-3＞日本色彩学会第 44 回全国大会特別号 発表論文集 

特別セッション「コスメティクスと色彩学」：8 件／International Session：5 件／口頭発表：47 件／ポスター発表： 
27 件(カラーデザイン作品発表 1 件を含む) 

＜37-4＞研究資料：汎用色材を用いた肌の色の色票作成－原色の選定とその混合法－             大島未有希，遠山令子 
巻頭言：学際的な強みを活かして                                    堀内隆彦 
巻頭グラビア 旅と色彩：第 14 回 ロシア サンクトペテルブルグ編「贅の空間」       大住雅之 
シリーズ：著者が書く“論文活用マニュアル”〈第９回〉「色彩の矛盾をひも解く」第５回(最終回)マンセル色票を 
パソコン画面に表示するには？                                       酒井英樹 
色の錯視いろいろ：(9)色依存の静止画が動いて見える錯視：杆体が関与？                    北岡明佳 
翻訳(9)：M.E.シュヴルール著 色彩の同時対比の法則とその応用                                  小林光夫 

本部事業報告：色彩学基礎講座 2012 開催報告                   教育普及委員会 基礎講座運営委員会 
国際会議報告：Fourth Computational Color Imaging Workshop(CCIW2013)開催報告              富永昌治 
支部報告：関東支部 公開シンポジウム「日本の絵の色‐感性と科学との対話 part2」開催報告                  松田陽子 
関西支部 第 17 回色彩基礎セミナー及び第 15 回カラーコーディネーターシンポジウム                酒井英樹，松田博子 
関西支部 関西支部大会報告                                                       須長正治 
東海支部 第９回東海ヤングセミナー                                                   中村信次 
関東支部 関東支部大会＋公開シンポジウム：光の色の不思議を究める                                    岩井 彌 
研究会報告：白色度研究会 第１２回講演・研究発表会報告                                   内田洋子 
視覚情報基礎研究会 第１５回研究発表会 開催報告                                            堀内隆彦 
色彩教材研究会 第９回研究発表会 報告                                                 永田泰弘 
色覚研究会 平成 24 年度第２回研究発表会および総会 開催報告                                       坂本 隆 
CRA 抄録：Color Research and Application 掲載論文抄録                                   CRA 委員会 

＜37-5＞論文：カテゴリカル色知覚モデルによるカテゴリ境界付近の色認識            鎌田悠太郎，矢田紀子，眞鍋佳嗣，内川惠二 
巻頭言：コスメティック産業と日本色彩学会                                                                篠田博之 
巻頭グラビア 旅と色彩：第 15 回 オーストリア ウィーン編「美の殿堂」                      大住雅之 
特集「色彩学を視座にした多感覚インタラクション－コスメティック科学への展開－」：特集にあたって           松居辰則 
色彩を結び目とした多感覚研究の可能性とコスメ科学への展開                                        齋藤美穂 
クロスモーダル研究の動向とコスメティックへの展望                                            岡嶋克典 
コスメ科学への視覚情報処理の応用 －化粧肌の質感の同定－                                        富永昌治 
化粧品業界での脳科学の可能性                                                      高田定樹 
脳に働きかけるスキンケア ～皮膚感覚を介した心理的効果について～                                     鳥居宏右 
化粧品デザインにおけるラグジュアリー戦略                                          長沢伸也，木津由美子 
色の錯視いろいろ：(10)色依存の静止画が動いて見える錯視：輝度変化誘導性の運動錯視が関与？               北岡明佳 
翻訳(10)：M.E.シュブルール著 色彩の同時対比の法則とその応用                                 小林光夫 
追悼文：川上元郎先生を偲んで                                                  側垣博明 
全国大会報告：日本色彩学会第 44 回全国大会[早稲田]'13 開催報告                 関東支部第４４回全国大会実行委員会 
受賞記念：紙の白さの評価に表れた環境配慮意識                                         鄭 孝眞 
第 17 回日本色彩学会論文奨励賞を受賞して                                                 西野 顕 
発表奨励賞受賞者挨拶 光源と色の見え                                                  田川 暖 
           発表奨励賞受賞にあたって                                             多摩川健 
           発表奨励賞の受賞にあたって                                            望月宏祐 
           全国大会に参加して                                                吉村元聖 
国際会議報告：「AIC2013 - 12th International AIC Colour Congress」報告 

堀内隆彦，今井良枝，鍵本明里，石田泰一郎，矢口博久 
支部報告：東海支部 平成 25 年 第１回研究会「疲れを色彩で表現する－車いすナビの経路表示法－」          川澄未来子 
研究会報告：視覚情報基礎研究会 第 16 回研究発表会 開催報告                                 堀内隆彦 
CRA 抄録：Color Research and Application 掲載論文抄録                     CRA 委員会 

＜37-6＞日本色彩学会第 1 回秋の大会特別号 発表論文集 
口頭発表：22 件／ポスター発表：10 件(カラーデザイン作品発表 1 件を含む) 

＜38-1＞論文：数学モデルによる Land の２色方の Red/Cyan 投影法への展開                                  小寺宏曄 
透明視の清澄感に対する色情報と輝度情報の寄与：初期色彩情報処理過程における分析        河合幸子，大谷芳夫 
巻頭言：肌色に魅せられて                                        棟方明博 
巻頭グラビア 旅と色彩：第 16 回 オランダ アムステルダム編「歴史ととも                 大住雅之 
新連載：色を測る－色彩研究における科学的手法－新連載〔色を測る〕を始めるにあたって           嶋津茂昭 
(1)論文作成のための実験・測定のイロハ                                                    石川典夫 
色の錯視いろいろ(11)錯視のデザインに及ぼす色の効果                                      北岡明佳 
インタビュー：ＣＤデザイン(レディー・ガガ ARTPOP)に錯視デザインを提供 ～作者 北岡明佳先生に伺う～ 

下川美知瑠，鈴木敬明 
追悼文：小林光夫 ― 志の道半ばを惜しむ                                 北畠 耀 
小林光夫先生のご逝去を悼む                                                      鈴木卓治 
大会報告：第１回秋の大会[倉敷]'13 開催報告                                   第１回秋の大会 実行委員会 
受賞記念：秋の大会発表奨励賞受賞者挨拶                                            福井亜紀子 
支部報告：東海支部 平成 25 年度見学会「飛騨古川の彩り－日本の伝統文化と風景を訪ねる－」                 山羽和夫 
関西支部 九州色彩ネットワークイベント「カラーデザインペイントワークショップ」実施報告                   中川 貴 
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東海支部 平成 25 年度第２回研究会「高齢者のための照明条件に関する色温度の影響」／「布地における汚れの目立ち感に 
関与する色彩要因の検討」                                                                            山懸亮介 
関東支部 講演会「色からはじめるデザイン」開催報告                                            小松原仁 
研究会報告：視覚情報基礎研究会 第 17 回研究発表会 開催報告                                 堀内隆彦 
画像色彩研究会「ポスターカラーを使った CCM による調色体験」報告                                     大住雅之 
CRA 抄録：Color Research and Application 掲載論文抄録                                   CRA 委員会 

＜38-2＞論文：カラーバリエーションが若年女性における衣服選択の意志決定プロセスに及ぼす影響(２)：25 色での検討 
佐藤典子，木村 敦，高橋 望，山田 寛 

巻頭言：色彩を常識化できるか                                                                             大関 徹 
巻頭グラビア 旅と色彩：第 17 回 日本 日光編「杉木立の中で」                           大住雅之 
連載：色を測る－色彩研究における科学的手法－(２)測色事始(そくしょくことはじめ)                          鈴木卓治 

色の錯視いろいろ：(12)色立体視                                              北岡明佳 

研究会からの提言：連載：日本の色彩環境の基本－美しい日本の色彩環境を創る研究会－(１)風土と伝統を活かし 
美しい日本の未来を創る                                                             林 英光，池田光男，小町谷朝生 
国際会議報告：ACA 2013 Thanyaburi 報告：アジア色彩学会スタート                    池田光男 
The 1st Asia Color Association Conference(ACA 2013 Thanyaburi) 参加報告                                  持永愛美 
支部報告：関東支部 関東支部と視覚情報基礎研究会共催シンポジウム報告                             鈴木恒男 
研究会報告：視覚情報基礎研究会 第１８回研究発表会開催報告                                 堀内隆彦 
白色度研究会 第 13 回講演・研究発表会報告                                                内田洋子 
測色研究会報告 2013 年度研究発表会報告                                                  大住雅之 
CRA 抄録：Color Research and Application 掲載論文抄録                                   CRA 委員会 
 

 

学会誌論文数 
 

 今年度掲載数 前年度比 
論文数 4 -12 
 37no.5(1) 

38no.1(2) no.2(1) 
36no.2(2) no.3(2) no.4(1)  
37no.1(3) no.2(8)    (計 16) 

研究速報 0 -1 
  37no.1(1)        (計 1) 
研究資料 1 -2 
 37no.4(1)  36no.3(2) no.4(1)    (計 3) 

 

 

 

 

1-2 ニューズ No.283，No.284，No.285，No.286，No.287，No.288 を発行． 

 
 
 
1-3 Color Research and Application: Vol.38-No.2, No.3, No.4, No.5, No.6,および Vol.39-1 を共同編集． 
 
○Volume 38, Number 2, April 2013 

White Lighting 
M. S. Rea and J. P. Freyssinier 

Individual Differences in Human Colour Vision as Derived from Stiles & Burch 10°Colour Matching Functions 
Alexander D. Logvinenko 

A Zonohedral Approach to Optimal Colours 
Paul Centore 

Dictionary-Based Estimation of Spectra for Wide-Gamut Color Imaging 
Yuri Murakami, Masahiro Yamaguchi, and Nagasaki Ohyama 

Optimization of the Method for Color Measurement of Printing on Holographic Paper 
Xinguo Huang, Xiaoxia Wan, and Zhen Liu 

Can Eyes Smell? Cross-Modal Correspondences Between Color Hue-Tone and Fragrance Family 
Yu-Jin Kim 

○Volume 38, Number 3, June 2013 
Reproducibility Comparison Among Multiangle Spectrophotometers 

Esther Perales, Elisabet Chorro, Valentin Viqueira, and Francisco M. Martinez-Verdu 
Use of Effect Pigments for Quality Enhancement of Offset Printed Specialty Papers 

Mirica Debeljak, Ales Hladnik, Lidija Cerne, and Diana Gregor-Svetec 
Influence of Surface Roughness on the Diffuse to Near-Normal Viewing Reflectance Factor of Coatings and its Consequences 
on Color Measurements 

F. L. S. Cuppo, A. Garcia-Valenzuela, and J. A. Olivares 
Visualization of Mathematical Inconsistencies in CIECAM02 

Michael H. Brill and Marc Mahy 
Effects of Hue, Saturation, and Brightness on Color Preference in Social Networks: Gender-Based Color-Preference on the 
Social Networking Site Twitter 

Scott Fortmann-Roe 
Computational Production of Colour Harmony. Part 1: A Prototype Colour Harmonization Tool 

Giovanni Moretti, Paul Lyons, and Stephen Marsland 
Computational Production of Colour Harmony. Part 2: Experimental Evaluation of a Tool for GUI Colour Scheme Creation 

Giovanni Moretti, Stephen Marsland, and Paul Lyons 

Identification of Traditional Thai Colours Used for Mural Paintings and Khon Masks 
Pichayada Katemake, Razvan I. Preda, and Dhamrongruchana Hoontrakul 

○Volume 38, Number 4, August 2013 
Three Color Strategies in Architectural Composition 

Juan Serra 
Tristimulus Colorimeter Calibration Matrix Uncertainties 

J. L. Gardner 
Geodesic Calculation of Color Difference Formulas and Comparison with the Munsell Color Order System 

Dibakar Raj Pant and Ivar Farup 
Equivalent Lightness of Elderlies Investigated by Cataract Experiencing Goggles 

Patarin Wongsompipatana, Mitsuo Ikeda, and Pichayada Katemake 
Evaluation of the Effect of Retinal Localized Chromatic Adaptation Intensity on Desaturated Achromatic Reproductions 
Derived by Standard Rendering Methods 

Marin Milkovic, Nikola Mrvac, and Mile Matijevic 
The Effect of Paper Appearance on Printed Color of Inkjet Printer 

Saeideh Gorji Kandi 
Helical Structure of Complementary Colors' Relative Spectral Distribution Function 

Ralph W. Pridmore 
Analyses of Color Emotion for Color Pairs with Independent Component Analysis and Factor Analysis 

Mitsuhiko, Hanada 
Color and Cyber-Attractiveness: Red Enhances Men's Attraction to Women's Internet Personal Ads 

Nicolas Gueguen and Celine Jacob 
○Volume 38, Number 5, October 2013 

Smoothing Spectral Power Distribution of Daylights 
Zsolt Kosztyan and Janos Schanda 

A Note About the Abnormal Hue Angle Change in CIELAB Space 
Changjun Li and Manuel Melgosa 

Color Measurement of a Ruby 
Yan Liu, Taijin Lu, Tao Mu, Hua Chen, and Jie Ke 

Choice-Based Experiments in Multiple Dimensions 
Matthias Scheller Lichtenauer, Peter Zolliker, and Iris Sprow 

The Versatility of Color in Contemporary Architecture 
Juan Serra 

Color Thresholds for Aesthetically Compatible Replacement of Stones on Monuments 
Nicolas Concha-Lozano, Dominique Lafon, Noura Sabiri, and Pierre Gaudon 

A Digital Imaging Method for Measuring Banana Ripeness 
Wei Ji, Georgios Koutsidis, Ronnier Luo, John Hutchings, Mahmood Akhtar, Francisco Megias, and Mick Butterworth 

○Volume 38, Number 6, December 2013 
Object Color Preferences 

Karen B. Schloss, Eli D. Strauss, and Stephen E. Palmer 
Digital Image-Color Conversion between Different Illuminants by Color-Constancy Actuation in a Color-Vision Model based on 
the OSA-UCS System 

Claudio Oleari, Fernando Fermi, and Andrej Ucakar 
The Effect of Hue on the Perception of Blackness Using Munsell Samples 

J. Reid Clonts Haslup, Renzo Shamey, and David Hinks 
Practical Demonstration of the CIEDE2000 Corrections to CIELAB Using a Small Set of Sample Pairs 

Manuel Melgosa, David H. Alman, Martina Grosman, Luis Gomez-Robledo, Alain Tremeau, Guihua Cui, Pedro A. Garcia, 
Daniel Vazquez, Changjun Li, and Ming Ronnier Luo 

Exact Location of Consensus and Consistency Colors in the OSA-UCS for the Italian Language 
Giulia Paggetti and Gloria Menegaz 

Experimental Determination of Laws of Color Harmony. Part 7: Experiments Carried Out with Eyes Adapted to Light and 
Dark 

Antal Nemcsics and Jeno Takacs 
Measuring Linear Density of Threads in Single-System-Melange Color Fabrics with FCM Algorithm 

Ruru Pan, Jihong Liu, and Weidong Gao 
A Study of Color Differences in Women's Ready-to-Wear Collections from World Fashion Cities: Intensive Study of the 
Fall/Winter 2010 Collections from New York, London, Milan, and Paris 

Youngrim Koh and Joohyeon Lee 
○Volume 39, Number 1, February 2014 

Perceptual Uniformity in Digital Image Representation and Display 
Charles Poynton and Brian Funt 

Comparative Performance Analysis of Spectral Estimation Algorithms and Computational Optimization of a Multispectral 
Imaging System for Print Inspection 

Eva M. Valero, Yu Hu, Javier Hernandez-Andres, Timo Eckhard, Juan L. Nieves, Javier Romero, Markus Schnizlein, and 
Dietmar Nowack 

Dependence of the Color Appearance of Some Flowers on Illumination 
Eun-Mi Yang, Ho-Min Kang, Chang-Soon Kim, and Chun Ho Pak 

Gray and Grayness－Its Complexities in Color Appearance of Surface Colors 
Yoshinobu Nayatani and Hideki Sakai 

Reflection Measurement and Visual Evaluation of the Luminosity of Skin Coated with Powder Founation 
Naoko Ikeda, Kyoko Miyashita, Rie Hikima, and Shoji Tominaga 

Influence of Different Disinfecting Solutions on the Color Change of Artificial Irises Used in Ocular Prostheses 
Amalia Moreno, Marcelo Coelho Goiato, Daniela Micheline dos Santos, Marcela Filie Haddad, Aldieris Alves Pesqueira, and 

Lisiane Cristina Bannwart 
The Use of Reflectance Measurements in the Determination of Diffusion of Reactive Dyes into Cellulosic Fiber 

Awais Khatri, Max White, Rajiv Padhye, and Nasar H. Momin 
An Interactive Method for Generating Harmonious Color Schemes 

Guosheng Hu, Zhigeng Pan, Mingmin Zhang, De Chen, Wenzhen Yang, and Jian Chen 
Canonical Biplot Statistical Analysis to Detect the Magnitude of the Effects of Phosphates Crystallization Aging on the Color 
in Siliceous Conglomerates 

A. C. Inigo, J. Garcia-Talegon, and S. Vicente-Tavera 
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Alexander D. Logvinenko 

A Zonohedral Approach to Optimal Colours 
Paul Centore 

Dictionary-Based Estimation of Spectra for Wide-Gamut Color Imaging 
Yuri Murakami, Masahiro Yamaguchi, and Nagasaki Ohyama 

Optimization of the Method for Color Measurement of Printing on Holographic Paper 
Xinguo Huang, Xiaoxia Wan, and Zhen Liu 

Can Eyes Smell? Cross-Modal Correspondences Between Color Hue-Tone and Fragrance Family 
Yu-Jin Kim 

○Volume 38, Number 3, June 2013 
Reproducibility Comparison Among Multiangle Spectrophotometers 

Esther Perales, Elisabet Chorro, Valentin Viqueira, and Francisco M. Martinez-Verdu 
Use of Effect Pigments for Quality Enhancement of Offset Printed Specialty Papers 

Mirica Debeljak, Ales Hladnik, Lidija Cerne, and Diana Gregor-Svetec 
Influence of Surface Roughness on the Diffuse to Near-Normal Viewing Reflectance Factor of Coatings and its Consequences 
on Color Measurements 

F. L. S. Cuppo, A. Garcia-Valenzuela, and J. A. Olivares 
Visualization of Mathematical Inconsistencies in CIECAM02 

Michael H. Brill and Marc Mahy 
Effects of Hue, Saturation, and Brightness on Color Preference in Social Networks: Gender-Based Color-Preference on the 
Social Networking Site Twitter 

Scott Fortmann-Roe 
Computational Production of Colour Harmony. Part 1: A Prototype Colour Harmonization Tool 

Giovanni Moretti, Paul Lyons, and Stephen Marsland 
Computational Production of Colour Harmony. Part 2: Experimental Evaluation of a Tool for GUI Colour Scheme Creation 

Giovanni Moretti, Stephen Marsland, and Paul Lyons 

Identification of Traditional Thai Colours Used for Mural Paintings and Khon Masks 
Pichayada Katemake, Razvan I. Preda, and Dhamrongruchana Hoontrakul 

○Volume 38, Number 4, August 2013 
Three Color Strategies in Architectural Composition 

Juan Serra 
Tristimulus Colorimeter Calibration Matrix Uncertainties 

J. L. Gardner 
Geodesic Calculation of Color Difference Formulas and Comparison with the Munsell Color Order System 

Dibakar Raj Pant and Ivar Farup 
Equivalent Lightness of Elderlies Investigated by Cataract Experiencing Goggles 

Patarin Wongsompipatana, Mitsuo Ikeda, and Pichayada Katemake 
Evaluation of the Effect of Retinal Localized Chromatic Adaptation Intensity on Desaturated Achromatic Reproductions 
Derived by Standard Rendering Methods 

Marin Milkovic, Nikola Mrvac, and Mile Matijevic 
The Effect of Paper Appearance on Printed Color of Inkjet Printer 

Saeideh Gorji Kandi 
Helical Structure of Complementary Colors' Relative Spectral Distribution Function 

Ralph W. Pridmore 
Analyses of Color Emotion for Color Pairs with Independent Component Analysis and Factor Analysis 

Mitsuhiko, Hanada 
Color and Cyber-Attractiveness: Red Enhances Men's Attraction to Women's Internet Personal Ads 

Nicolas Gueguen and Celine Jacob 
○Volume 38, Number 5, October 2013 

Smoothing Spectral Power Distribution of Daylights 
Zsolt Kosztyan and Janos Schanda 

A Note About the Abnormal Hue Angle Change in CIELAB Space 
Changjun Li and Manuel Melgosa 

Color Measurement of a Ruby 
Yan Liu, Taijin Lu, Tao Mu, Hua Chen, and Jie Ke 

Choice-Based Experiments in Multiple Dimensions 
Matthias Scheller Lichtenauer, Peter Zolliker, and Iris Sprow 

The Versatility of Color in Contemporary Architecture 
Juan Serra 

Color Thresholds for Aesthetically Compatible Replacement of Stones on Monuments 
Nicolas Concha-Lozano, Dominique Lafon, Noura Sabiri, and Pierre Gaudon 

A Digital Imaging Method for Measuring Banana Ripeness 
Wei Ji, Georgios Koutsidis, Ronnier Luo, John Hutchings, Mahmood Akhtar, Francisco Megias, and Mick Butterworth 

○Volume 38, Number 6, December 2013 
Object Color Preferences 

Karen B. Schloss, Eli D. Strauss, and Stephen E. Palmer 
Digital Image-Color Conversion between Different Illuminants by Color-Constancy Actuation in a Color-Vision Model based on 
the OSA-UCS System 

Claudio Oleari, Fernando Fermi, and Andrej Ucakar 
The Effect of Hue on the Perception of Blackness Using Munsell Samples 

J. Reid Clonts Haslup, Renzo Shamey, and David Hinks 
Practical Demonstration of the CIEDE2000 Corrections to CIELAB Using a Small Set of Sample Pairs 

Manuel Melgosa, David H. Alman, Martina Grosman, Luis Gomez-Robledo, Alain Tremeau, Guihua Cui, Pedro A. Garcia, 
Daniel Vazquez, Changjun Li, and Ming Ronnier Luo 

Exact Location of Consensus and Consistency Colors in the OSA-UCS for the Italian Language 
Giulia Paggetti and Gloria Menegaz 

Experimental Determination of Laws of Color Harmony. Part 7: Experiments Carried Out with Eyes Adapted to Light and 
Dark 

Antal Nemcsics and Jeno Takacs 
Measuring Linear Density of Threads in Single-System-Melange Color Fabrics with FCM Algorithm 

Ruru Pan, Jihong Liu, and Weidong Gao 
A Study of Color Differences in Women's Ready-to-Wear Collections from World Fashion Cities: Intensive Study of the 
Fall/Winter 2010 Collections from New York, London, Milan, and Paris 

Youngrim Koh and Joohyeon Lee 
○Volume 39, Number 1, February 2014 

Perceptual Uniformity in Digital Image Representation and Display 
Charles Poynton and Brian Funt 

Comparative Performance Analysis of Spectral Estimation Algorithms and Computational Optimization of a Multispectral 
Imaging System for Print Inspection 

Eva M. Valero, Yu Hu, Javier Hernandez-Andres, Timo Eckhard, Juan L. Nieves, Javier Romero, Markus Schnizlein, and 
Dietmar Nowack 

Dependence of the Color Appearance of Some Flowers on Illumination 
Eun-Mi Yang, Ho-Min Kang, Chang-Soon Kim, and Chun Ho Pak 

Gray and Grayness－Its Complexities in Color Appearance of Surface Colors 
Yoshinobu Nayatani and Hideki Sakai 

Reflection Measurement and Visual Evaluation of the Luminosity of Skin Coated with Powder Founation 
Naoko Ikeda, Kyoko Miyashita, Rie Hikima, and Shoji Tominaga 

Influence of Different Disinfecting Solutions on the Color Change of Artificial Irises Used in Ocular Prostheses 
Amalia Moreno, Marcelo Coelho Goiato, Daniela Micheline dos Santos, Marcela Filie Haddad, Aldieris Alves Pesqueira, and 

Lisiane Cristina Bannwart 
The Use of Reflectance Measurements in the Determination of Diffusion of Reactive Dyes into Cellulosic Fiber 

Awais Khatri, Max White, Rajiv Padhye, and Nasar H. Momin 
An Interactive Method for Generating Harmonious Color Schemes 

Guosheng Hu, Zhigeng Pan, Mingmin Zhang, De Chen, Wenzhen Yang, and Jian Chen 
Canonical Biplot Statistical Analysis to Detect the Magnitude of the Effects of Phosphates Crystallization Aging on the Color 
in Siliceous Conglomerates 

A. C. Inigo, J. Garcia-Talegon, and S. Vicente-Tavera 
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CRA 論文数 
 

 今年度掲載数 前年度比 
論文数 46 ±0 
 Vol.38 no.2(6) no.3(8) no.4(9) 

no.5(7) no.6(8)  Vol.39 no.1(8) 
Vol.37 no.2(8) no.3(8) no.4(7) 
no.5(7) no.6(8)  Vol.39 no.1(8) 
(計 46) 

        

 

２．集会
①  第44回全国大会 5月25日－26日．プレイベント24日．早稲田大学国際会議場等(東京都新宿区) 

  研究発表87件(口頭発表：47件，ポスター発表：27件＜カラーデザイン作品発表を含む＞，国際セッション：5件， 

特別セッション(コスメティクス)：8件)．参加者368名，ほかにシンポジウム，座談会，特別講演，見学会を実施 

②  同上付設展示会：5月25日・26日，会場同上 

③ 第1回秋の大会 11月15日－17日，倉敷公民館，倉敷市民会館，大原美術館 

  研究発表32件(口頭発表：22件，ポスター発表：10件＜カラーデザイン作品発表を含む＞) 

参加者126名，ほかに研究会企画：4件，見学会を実施 

 

３．委員会
 ３．１  運営計画部門 

①  法人化及び構造改革委員会(継続，委員長 渕田隆義)：2回開催．法人化へのスケジュール及び定款を検討した． 

②  学術委員会(継続，委員長 山羽和夫)：3回開催．メール審議とあわせ各研究会活動報告と活動計画等を検討した． 

③ 財務委員会(継続，委員長 高松智子)：3回開催．学会の財務状況の検討および新年度予算原案を作成した． 

④  組織制度委員会(継続，委員長不在)：開催なし 

⑤  事務局体制検討委員会(解散，委員長 池田光男)：開催なし 

⑥ 日本色彩学会法人設立検討委員会(解散，委員長 小松原仁)：開催なし 

３．２ 編集部門 

① 学会誌編集委員会(継続，委員長 名取和幸)：広報との合同委員会を含め7回開催．学会誌の編集を行い，学会誌6号(全国大

会及び秋の大会特別号を含む)を発行した． 

② 広報委員会(継続，委員長 篠田博之)：編集委員会との合同で2回開催．ニューズとホームページの編集を行い，ニューズ6

号を発行．ホームページの編集を行った． 

③  ＣＲＡ委員会(継続，委員長 溝上陽子)：ＣＲＡ Vol.38の内容の要旨を学会誌へ紹介した． 

④  出版委員会(継続，委員長 鈴木恒男)：開催なし 

⑤  新編色彩科学ハンドブック改訂委員会(継続，委員長 大田登)：開催なし 

３．３  業務部門 

① 第44回全国大会実行委員会(継続，委員長 齋藤美穂)：13年5月に全国大会を東京にて開催した．実行委員会を2回開催した． 

② 第1回秋の大会実行委員会(新設，委員長 河本健一郎)：13年11月に秋の大会を倉敷で開催した．実行委員会を4回開催した． 

③ 第45回全国大会実行委員会(新設，委員長 須長正治)：14年5月に全国大会を福岡にて開催予定．実行委員会を3回開催した． 

④ 第2回秋の大会実行委員会(新設，委員長 鈴木敬明)：14年11月に秋の大会を静岡で開催予定． 

⑤ ＡＩＣ2015実行委員会(継続，委員長 矢口博久)：6回開催．実施に向けて組織，会場，広報，財務，プログラム等を検討し，

具体化した． 

⑥ 国際交流委員会(継続，委員長 石田泰一郎)：AIC活動への協力とAIC2013での総会出席，ACA2013の開催協力と代表会議への

出席． 

⑦ 事業活動推進委員会(継続，委員長 林 英光)：2回開催,ML審議も行い事業活動活性化の提案と具体化を進めた． 

⑧ 賛助会員検討委員会(継続，委員長 嶋崎裕志)：MLにより適宜会議を開催し，賛助会員勧誘のための企業訪問を実施した． 

⑨ 選挙管理委員会(継続，委員長 久下靖征)：1回開催．14年度役員・代議員選挙を実施した． 

⑩ 教育普及委員会(継続，委員長 松田陽子)：開催なし． 

⑪  資格等対応委員会(継続，委員長 長谷川博士)：東京商工会議所およびＡＦＴからの委託業務を実施．さらに東京商工会 議

所からの委託にもとづき3級・2級指導者養成/認定講座を企画実施した(1/11,12,13)． 

３．４  表彰部門 

  ① 日本色彩学会秋の大会発表奨励賞審査委員会(新規, 委員長 棟方明博)：該当の発表の審査を行い,審査結果を理事会に答

申した． 

② 日本色彩学会賞／功労賞 審査委員会(継続，委員長 棟方明博)：開催なし． 

  ③ 日本色彩学会論文賞審査委員会(継続，委員長 棟方明博)：該当論文の審査を行い，審査結果を理事会に答申した． 

  ④ 日本色彩学会論文奨励賞審査委員会(継続，委員長 棟方明博)：該当論文の審査を行い，審査結果を理事会に答申した． 

⑤ 日本色彩学会全国大会発表奨励賞審査委員会(継続, 委員長 棟方明博)：該当の発表の審査を行い,審査結果を理事会に答申

する.    

３．５  規格部門 

①  JIS 原案作成委員会(新設, 委員長 中川靖夫)：「JIS Z 8724 色の測定方法－光源色」および「JIS Z 8725 光源の分布温度及び

色温度・相関色温度の測定方法」の改正原案を作成して日本規格協会へ提出した. 

 

４．研究会
  ①  イリュージョン研究会(継続，委員長 坂田勝亮) 

  ②  画像色彩研究会(継続，委員長 田中法博) 

  ③  カラーデザイン研究会(継続，委員長 須田勝仁) 

  ④  環境色彩研究会(継続，委員長 杉本賢司) 

  ⑤  くらしの色彩研究会(継続，委員長 高橋晋也) 

  ⑥  視覚情報基礎研究会(継続，委員長 富永昌治) 

  ⑦  色覚研究会(継続，委員長 岡嶋克典) 

  ⑧  色彩教材研究会(継続，委員長 永田泰弘) 

  ⑨  測色研究会(継続，委員長 大住雅之) 

  ⑩  白色度研究会(継続，委員長 内田洋子) 

  ⑪  パーソナルカラー研究会(継続，委員長 門田真乍子) 

  ⑫  美しい日本の色彩環境を創る研究会(継続，委員長 林英光)  

  ⑬  コスメティクスと肌・顔研究会(新設)     (後掲資料を参照のこと) 

 

５．協賛・後援など
① 光機能性材料セミナー第 10 回，日本写真学会，2013 年 6 月 17 日，富士フイルム 
② R&R 建築再生展 2013，同組織委員会，2013 年 7 月 3～5 日，東京ビッグサイト 
③ 色材協会関係コロイド化学セミナー，色材協会，2013 年 8 月 23 日，日本大学 
④ 顔料入門講座第 55 回，顔料技術研究会ほか，2013 年 8 月 29 日・30 日，9 月 5 日・6 日，千葉工業大学 
⑤ グッド・ペインティング・カラー第 16 回，同委員会 
⑥ 日本感性工学会大会第 15 回，日本感性工学会，2013 年 9 月 5 日～7 日，東京女子大学 
⑦ ヒューマンインターフェイスシンポジウム 2013，ヒューマンインターフェイス学会，2013 年 9 月 10 日～13 日，早稲田大学 
⑧ リサイクルと環境～機能性材料の開発と評価方法，日本セラミックス協会ほか，2013 年 10 月 4 日，都立産業技術研究センター 
⑨ JCIE セミナー第 28 回，日本照明委員会，2013 年 10 月 8 日，大阪市立工業研究所 
⑩ Optics & Photonics Japan 2013，応物日本光学会，2013 年 11 月 12 日～14 日，奈良県新公会堂 
⑪ 顔料物性講座第 38 回，色材協会ほか，2013 年 11 月 13 日，東京塗料会館 
⑫ 公共の色彩賞第 26 回，フォーラム公共の色彩を考える第 28 回，公共の色彩を考える会，2013 年 12 月 7 日，東京藝術大学 
⑬ 感性研究フォーラム第 40 回，繊維学会，2013 年 12 月 21 日，デザイン・クリエイティブセンター神戸 
⑭ 顔料分散講座第 23 回，色材協会，2014 年 2 月 6 日，東京塗料会館 
⑮ JCIE セミナー第 29 回，日本照明委員会，2014 年 2 月 24 日，連合会館 
⑯ モバイル’14，モバイル学会，2014 年 3 月 13 日・14 日，立命館大学 
⑰ 光学シンポジウム第 39 回，応物日本光学会，2014 年 6 月 26 日・27 日，東京大学 
 

        

６．会議
①  通常総会を１回開催 5月26日 早稲田大学 

②  理事会を6回開催 (5/26，6/29，9/21，12/21，2/22，4/19)．12/21のみ日本福祉大学(名古屋市)で開催，その他は本部事務

局において開催，更に必要に応じてML審議． 

 

７．会勢

 
 (平成 26 年 3 月 31 日現在) 

 
関東 関西 東海 計 

会員種／支部 
前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 

正 会 員 -17 821 -25 413 -3 166 -45 1400
学生会員 +1 92 +2 16 -2 11 +1 119
賛助会員 法人 
     個人 

±0
±0

24
2

±0
±0

7
0

±0 
±0 

2 
0 

±0
±0

33
2

名誉会員 -2 17 +1 10 +1 6 ±0 33
計 -18 956 -22 446 -4 185 -44 1587

 
注)関東支部には海外会員が含まれている． 
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CRA 論文数 
 

 今年度掲載数 前年度比 
論文数 46 ±0 
 Vol.38 no.2(6) no.3(8) no.4(9) 

no.5(7) no.6(8)  Vol.39 no.1(8) 
Vol.37 no.2(8) no.3(8) no.4(7) 
no.5(7) no.6(8)  Vol.39 no.1(8) 
(計 46) 

        

 

２．集会
①  第44回全国大会 5月25日－26日．プレイベント24日．早稲田大学国際会議場等(東京都新宿区) 

  研究発表87件(口頭発表：47件，ポスター発表：27件＜カラーデザイン作品発表を含む＞，国際セッション：5件， 

特別セッション(コスメティクス)：8件)．参加者368名，ほかにシンポジウム，座談会，特別講演，見学会を実施 

②  同上付設展示会：5月25日・26日，会場同上 

③ 第1回秋の大会 11月15日－17日，倉敷公民館，倉敷市民会館，大原美術館 

  研究発表32件(口頭発表：22件，ポスター発表：10件＜カラーデザイン作品発表を含む＞) 

参加者126名，ほかに研究会企画：4件，見学会を実施 

 

３．委員会
 ３．１  運営計画部門 

①  法人化及び構造改革委員会(継続，委員長 渕田隆義)：2回開催．法人化へのスケジュール及び定款を検討した． 

②  学術委員会(継続，委員長 山羽和夫)：3回開催．メール審議とあわせ各研究会活動報告と活動計画等を検討した． 

③ 財務委員会(継続，委員長 高松智子)：3回開催．学会の財務状況の検討および新年度予算原案を作成した． 

④  組織制度委員会(継続，委員長不在)：開催なし 

⑤  事務局体制検討委員会(解散，委員長 池田光男)：開催なし 

⑥ 日本色彩学会法人設立検討委員会(解散，委員長 小松原仁)：開催なし 

３．２ 編集部門 

① 学会誌編集委員会(継続，委員長 名取和幸)：広報との合同委員会を含め7回開催．学会誌の編集を行い，学会誌6号(全国大

会及び秋の大会特別号を含む)を発行した． 

② 広報委員会(継続，委員長 篠田博之)：編集委員会との合同で2回開催．ニューズとホームページの編集を行い，ニューズ6

号を発行．ホームページの編集を行った． 

③  ＣＲＡ委員会(継続，委員長 溝上陽子)：ＣＲＡ Vol.38の内容の要旨を学会誌へ紹介した． 

④  出版委員会(継続，委員長 鈴木恒男)：開催なし 

⑤  新編色彩科学ハンドブック改訂委員会(継続，委員長 大田登)：開催なし 

３．３  業務部門 

① 第44回全国大会実行委員会(継続，委員長 齋藤美穂)：13年5月に全国大会を東京にて開催した．実行委員会を2回開催した． 

② 第1回秋の大会実行委員会(新設，委員長 河本健一郎)：13年11月に秋の大会を倉敷で開催した．実行委員会を4回開催した． 

③ 第45回全国大会実行委員会(新設，委員長 須長正治)：14年5月に全国大会を福岡にて開催予定．実行委員会を3回開催した． 

④ 第2回秋の大会実行委員会(新設，委員長 鈴木敬明)：14年11月に秋の大会を静岡で開催予定． 

⑤ ＡＩＣ2015実行委員会(継続，委員長 矢口博久)：6回開催．実施に向けて組織，会場，広報，財務，プログラム等を検討し，

具体化した． 

⑥ 国際交流委員会(継続，委員長 石田泰一郎)：AIC活動への協力とAIC2013での総会出席，ACA2013の開催協力と代表会議への

出席． 

⑦ 事業活動推進委員会(継続，委員長 林 英光)：2回開催,ML審議も行い事業活動活性化の提案と具体化を進めた． 

⑧ 賛助会員検討委員会(継続，委員長 嶋崎裕志)：MLにより適宜会議を開催し，賛助会員勧誘のための企業訪問を実施した． 

⑨ 選挙管理委員会(継続，委員長 久下靖征)：1回開催．14年度役員・代議員選挙を実施した． 

⑩ 教育普及委員会(継続，委員長 松田陽子)：開催なし． 

⑪  資格等対応委員会(継続，委員長 長谷川博士)：東京商工会議所およびＡＦＴからの委託業務を実施．さらに東京商工会 議

所からの委託にもとづき3級・2級指導者養成/認定講座を企画実施した(1/11,12,13)． 

３．４  表彰部門 

  ① 日本色彩学会秋の大会発表奨励賞審査委員会(新規, 委員長 棟方明博)：該当の発表の審査を行い,審査結果を理事会に答

申した． 

② 日本色彩学会賞／功労賞 審査委員会(継続，委員長 棟方明博)：開催なし． 

  ③ 日本色彩学会論文賞審査委員会(継続，委員長 棟方明博)：該当論文の審査を行い，審査結果を理事会に答申した． 

  ④ 日本色彩学会論文奨励賞審査委員会(継続，委員長 棟方明博)：該当論文の審査を行い，審査結果を理事会に答申した． 

⑤ 日本色彩学会全国大会発表奨励賞審査委員会(継続, 委員長 棟方明博)：該当の発表の審査を行い,審査結果を理事会に答申

する.    

３．５  規格部門 

①  JIS 原案作成委員会(新設, 委員長 中川靖夫)：「JIS Z 8724 色の測定方法－光源色」および「JIS Z 8725 光源の分布温度及び

色温度・相関色温度の測定方法」の改正原案を作成して日本規格協会へ提出した. 

 

４．研究会
  ①  イリュージョン研究会(継続，委員長 坂田勝亮) 

  ②  画像色彩研究会(継続，委員長 田中法博) 

  ③  カラーデザイン研究会(継続，委員長 須田勝仁) 

  ④  環境色彩研究会(継続，委員長 杉本賢司) 

  ⑤  くらしの色彩研究会(継続，委員長 高橋晋也) 

  ⑥  視覚情報基礎研究会(継続，委員長 富永昌治) 

  ⑦  色覚研究会(継続，委員長 岡嶋克典) 

  ⑧  色彩教材研究会(継続，委員長 永田泰弘) 

  ⑨  測色研究会(継続，委員長 大住雅之) 

  ⑩  白色度研究会(継続，委員長 内田洋子) 

  ⑪  パーソナルカラー研究会(継続，委員長 門田真乍子) 

  ⑫  美しい日本の色彩環境を創る研究会(継続，委員長 林英光)  

  ⑬  コスメティクスと肌・顔研究会(新設)     (後掲資料を参照のこと) 

 

５．協賛・後援など
① 光機能性材料セミナー第 10 回，日本写真学会，2013 年 6 月 17 日，富士フイルム 
② R&R 建築再生展 2013，同組織委員会，2013 年 7 月 3～5 日，東京ビッグサイト 
③ 色材協会関係コロイド化学セミナー，色材協会，2013 年 8 月 23 日，日本大学 
④ 顔料入門講座第 55 回，顔料技術研究会ほか，2013 年 8 月 29 日・30 日，9 月 5 日・6 日，千葉工業大学 
⑤ グッド・ペインティング・カラー第 16 回，同委員会 
⑥ 日本感性工学会大会第 15 回，日本感性工学会，2013 年 9 月 5 日～7 日，東京女子大学 
⑦ ヒューマンインターフェイスシンポジウム 2013，ヒューマンインターフェイス学会，2013 年 9 月 10 日～13 日，早稲田大学 
⑧ リサイクルと環境～機能性材料の開発と評価方法，日本セラミックス協会ほか，2013 年 10 月 4 日，都立産業技術研究センター 
⑨ JCIE セミナー第 28 回，日本照明委員会，2013 年 10 月 8 日，大阪市立工業研究所 
⑩ Optics & Photonics Japan 2013，応物日本光学会，2013 年 11 月 12 日～14 日，奈良県新公会堂 
⑪ 顔料物性講座第 38 回，色材協会ほか，2013 年 11 月 13 日，東京塗料会館 
⑫ 公共の色彩賞第 26 回，フォーラム公共の色彩を考える第 28 回，公共の色彩を考える会，2013 年 12 月 7 日，東京藝術大学 
⑬ 感性研究フォーラム第 40 回，繊維学会，2013 年 12 月 21 日，デザイン・クリエイティブセンター神戸 
⑭ 顔料分散講座第 23 回，色材協会，2014 年 2 月 6 日，東京塗料会館 
⑮ JCIE セミナー第 29 回，日本照明委員会，2014 年 2 月 24 日，連合会館 
⑯ モバイル’14，モバイル学会，2014 年 3 月 13 日・14 日，立命館大学 
⑰ 光学シンポジウム第 39 回，応物日本光学会，2014 年 6 月 26 日・27 日，東京大学 
 

        

６．会議
①  通常総会を１回開催 5月26日 早稲田大学 

②  理事会を6回開催 (5/26，6/29，9/21，12/21，2/22，4/19)．12/21のみ日本福祉大学(名古屋市)で開催，その他は本部事務

局において開催，更に必要に応じてML審議． 

 

７．会勢

 
 (平成 26 年 3 月 31 日現在) 

 
関東 関西 東海 計 

会員種／支部 
前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 

正 会 員 -17 821 -25 413 -3 166 -45 1400
学生会員 +1 92 +2 16 -2 11 +1 119
賛助会員 法人 
     個人 

±0
±0

24
2

±0
±0

7
0

±0 
±0 

2 
0 

±0
±0

33
2

名誉会員 -2 17 +1 10 +1 6 ±0 33
計 -18 956 -22 446 -4 185 -44 1587

 
注)関東支部には海外会員が含まれている． 
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第2号議案　2013（平成25）年度収支報告,　同監査報告

平成25年4月1日～平成26年3月31日
(単位：円)

科　　目 予    算 決    算 差    額

Ⅰ　収入の部
１．会費収入　

(1) 入会金 150,000 128,000 △ 22,000
(2) 正会員 14,000,000 12,769,700 △ 1,230,300
(3) 学生会員 350,000 293,500 △ 56,500
(4) 賛助会員 1,500,000 1,460,000 △ 40,000
会費収入合計 16,000,000 14,651,200 △ 1,348,800

２．事業収入
(1) 学術集会参加費等 3,500,000 3,681,000 181,000
(2) 講座参加料 0 0 0
(3) 会誌購読・別刷料 1,900,000 1,960,188 60,188
(4) 広告掲載料 3,000,000 3,251,540 251,540
(5) 印税 100,000 26,040 △ 73,960
(6) 研究/普及委託料 5,200,000 4,910,277 △ 289,723
(7) 会員名簿収入 0 24,150 24,150
事業収入合計 13,700,000 13,853,195 153,195

３.雑収入
(1) 受取利息 0 5,291 5,291
(2) 雑収入 900,000 457,250 △ 442,750
雑収入合計 900,000 462,541 △ 437,459

　　４．前期剰余金一部繰越入 4,900,000 4,900,000 0

当期収入合計 35,500,000 33,866,936 △ 1,633,064

前期繰越金 24,697,937 24,697,937 0

収入合計 60,197,937 58,564,873 △ 1,633,064

(単位：円)

科　　目 予    算 決    算 差    額

Ⅱ　支出の部
１．事業費

 (1) 学術集会費 3,100,000 2,708,115 △ 391,885
 (2) 講座開催費 0 0 0
 (3) 会誌等発行費 11,000,000 11,193,019 193,019
 (4) 各種委員会費 700,000 1,050,370 350,370
 (5) 研究会運営費 700,000 650,000 △ 50,000
 (6) 委託作業費 4,050,000 3,981,468 △ 68,532
 (7) 支部交付金 1,800,000 1,973,540 173,540
 (8) 表彰費 100,000 120,000 20,000
 (9) 広報活動費 50,000 19,224 △ 30,776
 (10)国際交流費 300,000 154,960 △ 145,040
 (11)法人化費 200,000 199,800 △ 200
事業費合計 22,000,000 22,050,496 50,496

２．管理費
 (1) 人件費 3,500,000 3,577,281 77,281
 (2) 通信費 700,000 670,886 △ 29,114
 (3) 印刷費 700,000 856,074 156,074
 (4) 消耗品費 50,000 57,483 7,483
 (5) 会議費 50,000 41,810 △ 8,190
 (6) リース費 300,000 298,620 △ 1,380
 (7) 備品費 50,000 21,745 △ 28,255
 (8) 事務所借料 2,750,000 2,742,750 △ 7,250
 (9) 諸会費 80,000 84,541 4,541
(10) 雑費 420,000 299,066 △ 120,934
管理費合計 8,600,000 8,650,256 50,256

３．予備費
予備費合計 0 0 0

　４．特別会計繰出 4,900,000 4,900,000 0

当期支出合計 35,500,000 35,600,752 100,752

次期繰越収支差額 24,697,937 22,964,121 △ 1,733,816

支出合計 60,197,937 58,564,873 △ 1,633,064

特別会計(AIC実行委員会) 4,900,000 4,900,000

　　　　　　　　　　合計額 4,900,000 4,900,000
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第2号議案　2013（平成25）年度収支報告,　同監査報告

平成25年4月1日～平成26年3月31日
(単位：円)
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 (3) 会誌等発行費 11,000,000 11,193,019 193,019
 (4) 各種委員会費 700,000 1,050,370 350,370
 (5) 研究会運営費 700,000 650,000 △ 50,000
 (6) 委託作業費 4,050,000 3,981,468 △ 68,532
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事業費合計 22,000,000 22,050,496 50,496

２．管理費
 (1) 人件費 3,500,000 3,577,281 77,281
 (2) 通信費 700,000 670,886 △ 29,114
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貸借対照表(平成26年3月31日現在）
(単位：円)

科    目 当年度 前年度 増減

 Ⅰ　資産の部
１　流動資産

現金 71,465 32,464 39,001
普通預金 2,467,719 3,117,708 △ 649,989
振替貯金 4,267,887 5,279,415 △ 1,011,528
定期預金 22,500,000 25,000,000 △ 2,500,000
未収金 680,000 0 680,000
貸出金 0 3,000,000 △ 3,000,000

流動資産合計 29,987,071 36,429,587 △ 6,442,516

２　固定資産
敷金 540,000 540,000 0

固定資産合計 540,000 540,000 0

資産合計 30,527,071 36,969,587 △ 6,442,516

 Ⅱ　負債の部
１　流動負債
　　　未払金 176,500 0 176,500

前受金 7,376,450 7,341,650 34,800
預り金 10,000 30,000 △ 20,000

流動負債合計 7,562,950 7,371,650 191,300

２　固定負債
固定負債合計 0 0 0

負債合計 7,562,950 7,371,650 191,300

 Ⅲ　正味財産の部
 　　 正味財産 22,964,121 29,597,937 △ 6,633,816

（前期繰越正味財産） 29,597,937 31,939,867 △ 2,341,930
（当期正味財産増加額） △ 6,633,816 △ 2,341,930 △ 4,291,886

負債及び正味財産合計 30,527,071 36,969,587 △ 6,442,516

財産目録（平成26年3月31日現在）
(単位：円)

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部
１  流動資産

現金 71,465 32,464 39,001

普通預金
三井住友・浜松町 776,643 2,505,842 △ 1,729,199
みずほ・高田馬場 37,228 25,007 12,221
三菱東京UFJ・田町 568,316 77,177 491,139
りそな・目白 1,085,532 509,682 575,850

普通預金合計 2,467,719 3,117,708 △ 649,989

振替貯金 4,267,887 5,279,415 △ 1,011,528

定期預金
三菱東京UFJ 7,500,000 7,500,000 0
みずほ 5,000,000 5,000,000 0
三井住友 5,000,000 5,000,000 0
りそな 5,000,000 7,500,000 0

定期預金合計 22,500,000 25,000,000 △ 2,500,000

貸出金 0 3,000,000 △ 3,000,000

未収金 680,000 0 680,000

流動資産合計 29,987,071 36,429,587 △ 6,442,516

２　固定資産
敷金 540,000 540,000 0

固定資産合計 540,000 540,000 0
　

資産合計 30,527,071 36,969,587 △ 6,442,516
　
Ⅱ　負債の部

１　流動負債
　　　未払金 176,500 0 176,500

前受金 7,376,450 7,341,650 34,800
預り金 10,000 30,000 △ 20,000

流動負債合計 7,562,950 7,371,650 191,300

２　固定負債
固定負債合計 0 0 0

負債合計 7,562,950 7,371,650 191,300
　
Ⅲ　正味財産の部

次期繰越収支差額 22,964,121 29,597,937 △ 6,633,816
正味財産合計 22,964,121 29,597,937 △ 6,633,816

 
負債･ 正味財産合計 30,527,071 36,969,587 △ 6,442,516
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貸借対照表(平成26年3月31日現在）
(単位：円)
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負債合計 7,562,950 7,371,650 191,300

 Ⅲ　正味財産の部
 　　 正味財産 22,964,121 29,597,937 △ 6,633,816

（前期繰越正味財産） 29,597,937 31,939,867 △ 2,341,930
（当期正味財産増加額） △ 6,633,816 △ 2,341,930 △ 4,291,886

負債及び正味財産合計 30,527,071 36,969,587 △ 6,442,516

財産目録（平成26年3月31日現在）
(単位：円)

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部
１  流動資産

現金 71,465 32,464 39,001

普通預金
三井住友・浜松町 776,643 2,505,842 △ 1,729,199
みずほ・高田馬場 37,228 25,007 12,221
三菱東京UFJ・田町 568,316 77,177 491,139
りそな・目白 1,085,532 509,682 575,850

普通預金合計 2,467,719 3,117,708 △ 649,989

振替貯金 4,267,887 5,279,415 △ 1,011,528

定期預金
三菱東京UFJ 7,500,000 7,500,000 0
みずほ 5,000,000 5,000,000 0
三井住友 5,000,000 5,000,000 0
りそな 5,000,000 7,500,000 0

定期預金合計 22,500,000 25,000,000 △ 2,500,000

貸出金 0 3,000,000 △ 3,000,000

未収金 680,000 0 680,000

流動資産合計 29,987,071 36,429,587 △ 6,442,516

２　固定資産
敷金 540,000 540,000 0

固定資産合計 540,000 540,000 0
　

資産合計 30,527,071 36,969,587 △ 6,442,516
　
Ⅱ　負債の部

１　流動負債
　　　未払金 176,500 0 176,500

前受金 7,376,450 7,341,650 34,800
預り金 10,000 30,000 △ 20,000

流動負債合計 7,562,950 7,371,650 191,300

２　固定負債
固定負債合計 0 0 0

負債合計 7,562,950 7,371,650 191,300
　
Ⅲ　正味財産の部

次期繰越収支差額 22,964,121 29,597,937 △ 6,633,816
正味財産合計 22,964,121 29,597,937 △ 6,633,816

 
負債･ 正味財産合計 30,527,071 36,969,587 △ 6,442,516
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正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日）
(単位：円)

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　増加原因の部

１　会費収入 14,651,200 15,226,000 △ 574,800
２　事業収入 13,853,195 15,340,095 △ 1,486,900
３　雑収入 雑収入・受取利息 462,541 740,133 △ 277,592

増加原因 合計 28,966,936 31,306,228 △ 2,339,292

Ⅱ　減少原因の部

１　事業費
学術集会費 2,708,115 2,382,642 325,473
講座開催費 0 1,779,247 △ 1,779,247
会誌等発行費 11,193,019 12,641,277 △ 1,448,258
各種委員会費 1,050,370 637,940 412,430
研究会運営費 650,000 690,000 △ 40,000
委託研究作業費 3,981,468 4,822,154 △ 840,686
支部交付金 1,973,540 2,116,680 △ 143,140
表彰費 120,000 153,965 △ 33,965
広報活動費 19,224 25,030 △ 5,806
国際交流費 154,960 0 154,960
法人化費 199,800 0 199,800

事業費合計 22,050,496 25,248,935 △ 3,198,439

２　管理費
人件費 3,577,281 3,396,079 181,202
通信費 670,886 780,539 △ 109,653
印刷費 856,074 786,783 69,291
消耗品費 57,483 42,438 15,045
会議費 41,810 46,970 △ 5,160
リース費 298,620 298,620 0
備品費 21,745 80,671 △ 58,926
事務所借料 2,742,750 2,646,000 96,750
諸会費 84,541 76,941 7,600
雑費 299,066 244,182 54,884

0
管理費合計 8,650,256 8,399,223 251,033

３　予備費 0 0 0

４　特別会計繰出 4,900,000 0 4,900,000

減少原因　合計 35,600,752 33,648,158 1,952,594

４　正味財産
　　当期正味財産増減額 △ 6,633,816 △ 2,341,930 △ 4,291,886
　　前期繰越正味財産額 29,597,937 31,939,867 △ 2,341,930
　　期末正味財産合計額 22,964,121 29,597,937 △ 6,633,816
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正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日）
(単位：円)

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　増加原因の部

１　会費収入 14,651,200 15,226,000 △ 574,800
２　事業収入 13,853,195 15,340,095 △ 1,486,900
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増加原因 合計 28,966,936 31,306,228 △ 2,339,292
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１　事業費
学術集会費 2,708,115 2,382,642 325,473
講座開催費 0 1,779,247 △ 1,779,247
会誌等発行費 11,193,019 12,641,277 △ 1,448,258
各種委員会費 1,050,370 637,940 412,430
研究会運営費 650,000 690,000 △ 40,000
委託研究作業費 3,981,468 4,822,154 △ 840,686
支部交付金 1,973,540 2,116,680 △ 143,140
表彰費 120,000 153,965 △ 33,965
広報活動費 19,224 25,030 △ 5,806
国際交流費 154,960 0 154,960
法人化費 199,800 0 199,800

事業費合計 22,050,496 25,248,935 △ 3,198,439

２　管理費
人件費 3,577,281 3,396,079 181,202
通信費 670,886 780,539 △ 109,653
印刷費 856,074 786,783 69,291
消耗品費 57,483 42,438 15,045
会議費 41,810 46,970 △ 5,160
リース費 298,620 298,620 0
備品費 21,745 80,671 △ 58,926
事務所借料 2,742,750 2,646,000 96,750
諸会費 84,541 76,941 7,600
雑費 299,066 244,182 54,884

0
管理費合計 8,650,256 8,399,223 251,033

３　予備費 0 0 0

４　特別会計繰出 4,900,000 0 4,900,000

減少原因　合計 35,600,752 33,648,158 1,952,594

４　正味財産
　　当期正味財産増減額 △ 6,633,816 △ 2,341,930 △ 4,291,886
　　前期繰越正味財産額 29,597,937 31,939,867 △ 2,341,930
　　期末正味財産合計額 22,964,121 29,597,937 △ 6,633,816
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第３号議案 定款の制定 
 
日本色彩学会 会則 2009(平成 21)年 一般社団法人日本色彩学会 定款（案） 
第 1 章 総則 第 1 章 総則 
(名称) 

第１条 この会は，日本色彩学会（The Color Science Association of 
Japan，略称 CSAJ）という． 

(名称) 

第１条 この法人は，一般社団法人日本色彩学会（The Color Science 
Association of Japan，略称 CSAJ）という． 

(事務所） 

第 2 条 この会は，事務所を東京都新宿区下落合３丁目１７番４２

号に置く． 
(事務所） 

第 2 条 この法人は，事務所を東京都新宿区下落合３丁目１７番４

２号に置く． 
(支部） 

第 3 条 この会は，理事会の議決を経て，必要の地に支部を置くこ

とができる． 
 

第 2 章 目的及び事業 第 2 章 目的及び事業 
（目的） 

第4条 この会は，色彩学に関する学理及びその応用についての研

究発表，知識の交換，会員相互及び内外の関連学会との連携協力等

を行うことにより，色彩学の進歩普及を図り，もってわが国の学術

発展に寄与することを目的する．更に，国際色彩学会（Association 
Internationale de la Coleur：略称AIC）の構成員として，色彩学

に関する研究成果の国際交流を図り，我が国の色彩に関する進歩発

展に貢献することを目的とする． 

（目的） 

第 3 条 この法人は，色彩学に関する学理及びその応用についての

研究発表，知識の交換，会員相互及び内外の関連学会との連携協力

等を行うことにより，色彩学の進歩普及を図り，もってわが国の学

術発展に寄与することを目的する．更に，国際色彩学会

（Association Internationale de la Coleur：略称 AIC）の構成員

として，色彩学に関する研究成果の国際交流を図り，我が国の色彩

に関する進歩発展に貢献することを目的とする． 
（事業） 

第5条 この会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う．

(1) 研究集会，研究講演会，講習会等の開催． 

(2) 学会誌その他の刊行物の発行． 

(3) 研究及び調査． 

(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰． 

(5) 関連学術団体との連絡および協力． 

(6) 国際的な研究協力の推進． 

(7) その他目的を達成するために必要な事業． 

（事業） 

第4条 この法人は，前条の目的を達成するために次の事業を行う．

(1) 学会誌その他の刊行物の発行 

(2) 色彩に関する研究及び調査 

(3) 色彩に関する研究の奨励及び研究業績の表彰 

(4) 色彩に関する教育・普及 

(5) 色彩に関する標準・規格の作成 

(6) 関連学術団体との連絡および協力 

(7) 国際的な研究協力の推進． 

(8) その他目的を達成するために必要な事業． 
第 3 章 会員 第 3 章 会員及び社員 
（種別） 

第6条 この会の会員は，次の通りとする． 

(1) 正会員 色彩学に関する学識経験を有する個人． 

(2) 学生会員 大学等に在籍する者で，この会の目的に賛同して

入会した個人． 

(3) 賛助会員 この会の事業を援助する個人または法人． 

(4) 名誉会員 色彩学の発展に関して功績が特に顕著な者で，総

会の議決をもって推薦された者． 

2 名誉会員は同時に正会員の資格を合わせ有する． 

（会員の種類） 

第5条 この法人の会員は，次の通りとする． 

(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した色彩に係る学術

や応用に関心を有する個人 

(2) 永年会員 満70歳以上かつ正会員在席20年以上の正会員 
(3) 学生会員 色彩に係る学術や応用に関心を有する学生 

(4) 名誉会員 色彩学の発展に関して功績が特に顕著な者で，社

員総会の議決をもって推薦された者 

(5) 賛助会員 この法人の事業を賛助する法人又は団体 

2 前項の会員のうち正会員の中から選出された代議員をもって一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「法人法」とい

う。）上の社員とする． 

3 正会員は，「法人法」に規定された次に掲げる社員の権利を，社

員と同様に当法人に対して行使することができる． 

(1) 法人法第 14 条第 2 項の権利（定款の閲覧等） 
(2) 法人法第 32 条第 2 項の権利（社員名簿の閲覧等） 
(3) 法人法第 57 条第 4 項の権利（社員総会の議事録の閲覧等）

(4) 法人法第 50 条第 6 項の権利（社員の代理権証明書等の閲覧

等） 
(5) 法人法第 52 条第 5 項の権利（電磁的方法による議決権行使

記録の閲覧等） 
(6) 法人法第 129 条第 3 項の権利（計算書類等の閲覧等） 
(7) 法人法第 229 条第 2 項の権利（精算法人の貸借対照表等の閲

覧等） 
(8) 法人法第 246 条第 3 項，第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3
項の権利（合併契約等の閲覧等） 

（入会） 

第 7 条 会員になろうとする者は，入会申込書を会長に提出し，理

事会の承認を受けなければならない．ただし，名誉会員に推薦され

た者は，入会の手続きを要せず，本人の承諾をもって会員となるも

のとする． 

（入会） 

第 6 条 この法人の会員になろうとする者は，入会申込書を提出し，

理事会の承認を得なければならない． 

2 社員総会において名誉会員に推薦された者は，入会の手続きを

要せず，本人の承諾をもって会員とする． 
（入会金及び会費） 

第8条 この会の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定め 

る． 

2 入会金及び会費に関する規定は理事会及び総会の議決を経て別

に定める． 

3 名誉会員は，入会金及び会費を納めることを要しない． 

4 納入の入会金及び会費は，いかなる事由があっても返還しない．

（経費の負担） 

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、

会員になったとき及び毎年、会員は社員総会において別に定める

額を支払う義務を負う． 

2 名誉会員は，入会金及び会費を納めることを要しない． 

3 納入の入会金及び会費は，いかなる事由があっても返還しない．

（会員の基本的権利） 

第9条 会員の権利は次のとおりであって，その者に専属する． 

(1) 正会員及び名誉会員は，役員の選挙権，被選挙権を有する．

(2) すべての会員は，会誌の配布を受ける． 

(3) すべての会員は，この会の刊行図書について特典を受ける 

（任意退会） 
第 8 条 会員は，規則に定める退会届けを提出することにより，任

意にいつでも退会することができる。 

か，この会が主催する事業に参加することができる． 

(4) 前項各号の会員の持つ権利は，各1つとする． 

（会員の義務） 

第10条 会員は本会則，規則に定める事項及び総会の決議を遵守し

なければならない． 

（除名） 

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員総会

の決議によって，当該会員を除名することができる。(3)に該当す

るときは理事会の議決を経て，会長が除名することができる． 

(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき． 

(2) この法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたと 

き． 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき． 
（資格の喪失） 

第11条 会員は，次の事由によってその資格を喪失する． 

(1) 退会したとき． 

(2) 死亡し，若しくは失踪宣告を受け，または法人である会員が

解散したとき． 

(3) 除名されたとき． 

（会員資格の喪失） 

第10条 前2条のほか，会員は，次のいずれかに該当するに至った

ときは，その資格を喪失する． 

(1) 会費を2 年以上滞納したとき． 

(2) すべての社員が同意したとき． 

(3) 死亡し，若しくは失踪宣告を受け，または会員である法人が

解散したとき． 
（退会） 

第12条 会員が退会しようとする場合は，会費に滞納があるとき

は，これを納入の上，理由を付して退会届けを会長に提出し，理事

会の承認を経なければならない． 

第 4 章 代議員 

（除名） 

第13条 会員が次の(1)または(2)に該当するときは，総会の議決を

経て，(3)に該当するときは理事会の議決を経て，会長が除名する

ことができる． 

(1) この会の名誉を傷つけ，又はこの法人の目的に違反する行 

為があったとき． 

(2) この会の会員としての義務に違反したとき． 

(3) 会費を2 年以上滞納したとき． 

（社員） 

第 11 条 この法人の社員は，正会員の中から選出された代議員を

もって法人法上の社員とする． 

2 この法人の社員は，概ね正会員 20 人から 1 人の割合をもって選

出する． 

3 代議員を選出するため，正会員及び名誉会員による代議員選挙

を行う．代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定め

る． 

4 代議員は，正会員の中から選ばれることを要する．正会員は，

前項の代議員選挙に立候補することができる． 

5 第 3 項の代議員選挙において，役員は，代議員を兼ねることは

できない． 

6 代議員の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時社員総会までとする．ただし，代議員が社員

総会決議取消しの訴え，解散の訴え，責任追及の訴え及び役員の解

任の訴え（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下，「法

人法」という．）第 266 条第 1 項，第 268 条，第 278 条，第 284
条）を提起している場合（法人法第 278 条第 1 項に規定する訴え

の提起の請求をしている場合を含む．）には，当該訴訟が終結する

までの間，当該代議員は社員たる地位を失わない（当該代議員は，

役員の選任及び解任（法人法第 63 条及び第 70 条）並びに定款変

更（法人法第 146 条）についての議決権を有しないこととする．）．

7 選挙の管理は，理事会から独立した別に定める選挙管理委員会

が行う。 

8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに

備えて補欠の代議員を選挙することができる．補欠の代議員の任期

は，任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとす

る． 
9 代議員が正会員の資格を喪失した場合は，代議員としての地位

を喪失する． 
第4章 役員，代議員及び職員 第 5 章 社員総会 
（役員） 

第14条 この会は，次の役員を置く． 

(1) 理事15名以上20名以内（うち会長1名，副会長2名，支部長

を含む）． 

(2) 監事 2名． 

（構成） 

第 12 条 社員総会は，すべての社員をもって構成する． 

（代議員） 

第15条 この会は150名以上250以内の代議員を置く． 

（権限） 

第 13 条 社員総会は，次の事項について決議する． 

(1) 会員の除名 
(2) 理事及び監事の選任又は解任 
(3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこ

れらの附属明細書の承認 
(4) 定款の変更 
(5) 解散及び残余財産の処分 
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で 

定められた事項 
（役員の選任） 

第16条 会長，副会長，理事，監事は，選挙により，正会員の中か

ら選出し，総会において選任する． 

2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は，

理事現在数の3 分の1 を超えてはならない． 

3 理事及び監事は，相互に兼ねることができない． 

4 第1項に定める選挙は，別に定める規程に基づいて行う． 

5 役員の欠員が生じた場合は，別に定める規程に従い，速やかに

欠員を補充する． 

（開催） 

第 14 条 社員総会は，定時社員総会として毎事業年度終了後 3 か

月以内に開催するほか，必要がある場合に臨時社員総会を開催す

る． 

（理事の職務） 

第17条 会長は，この会の業務を総理し，この会を代表する． 

（招集） 

第 15 条 社員総会は，法令で別段の定めがある場合を除き，理事
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第３号議案 定款の制定 
 
日本色彩学会 会則 2009(平成 21)年 一般社団法人日本色彩学会 定款（案） 
第 1 章 総則 第 1 章 総則 
(名称) 

第１条 この会は，日本色彩学会（The Color Science Association of 
Japan，略称 CSAJ）という． 

(名称) 

第１条 この法人は，一般社団法人日本色彩学会（The Color Science 
Association of Japan，略称 CSAJ）という． 

(事務所） 

第 2 条 この会は，事務所を東京都新宿区下落合３丁目１７番４２

号に置く． 
(事務所） 

第 2 条 この法人は，事務所を東京都新宿区下落合３丁目１７番４

２号に置く． 
(支部） 

第 3 条 この会は，理事会の議決を経て，必要の地に支部を置くこ

とができる． 
 

第 2 章 目的及び事業 第 2 章 目的及び事業 
（目的） 

第4条 この会は，色彩学に関する学理及びその応用についての研

究発表，知識の交換，会員相互及び内外の関連学会との連携協力等

を行うことにより，色彩学の進歩普及を図り，もってわが国の学術

発展に寄与することを目的する．更に，国際色彩学会（Association 
Internationale de la Coleur：略称AIC）の構成員として，色彩学

に関する研究成果の国際交流を図り，我が国の色彩に関する進歩発

展に貢献することを目的とする． 

（目的） 

第 3 条 この法人は，色彩学に関する学理及びその応用についての

研究発表，知識の交換，会員相互及び内外の関連学会との連携協力

等を行うことにより，色彩学の進歩普及を図り，もってわが国の学

術発展に寄与することを目的する．更に，国際色彩学会

（Association Internationale de la Coleur：略称 AIC）の構成員

として，色彩学に関する研究成果の国際交流を図り，我が国の色彩

に関する進歩発展に貢献することを目的とする． 
（事業） 

第5条 この会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う．

(1) 研究集会，研究講演会，講習会等の開催． 

(2) 学会誌その他の刊行物の発行． 

(3) 研究及び調査． 

(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰． 

(5) 関連学術団体との連絡および協力． 

(6) 国際的な研究協力の推進． 

(7) その他目的を達成するために必要な事業． 

（事業） 

第4条 この法人は，前条の目的を達成するために次の事業を行う．

(1) 学会誌その他の刊行物の発行 

(2) 色彩に関する研究及び調査 

(3) 色彩に関する研究の奨励及び研究業績の表彰 

(4) 色彩に関する教育・普及 

(5) 色彩に関する標準・規格の作成 

(6) 関連学術団体との連絡および協力 

(7) 国際的な研究協力の推進． 

(8) その他目的を達成するために必要な事業． 
第 3 章 会員 第 3 章 会員及び社員 
（種別） 

第6条 この会の会員は，次の通りとする． 

(1) 正会員 色彩学に関する学識経験を有する個人． 

(2) 学生会員 大学等に在籍する者で，この会の目的に賛同して

入会した個人． 

(3) 賛助会員 この会の事業を援助する個人または法人． 

(4) 名誉会員 色彩学の発展に関して功績が特に顕著な者で，総

会の議決をもって推薦された者． 

2 名誉会員は同時に正会員の資格を合わせ有する． 

（会員の種類） 

第5条 この法人の会員は，次の通りとする． 

(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した色彩に係る学術

や応用に関心を有する個人 

(2) 永年会員 満70歳以上かつ正会員在席20年以上の正会員 
(3) 学生会員 色彩に係る学術や応用に関心を有する学生 

(4) 名誉会員 色彩学の発展に関して功績が特に顕著な者で，社

員総会の議決をもって推薦された者 

(5) 賛助会員 この法人の事業を賛助する法人又は団体 

2 前項の会員のうち正会員の中から選出された代議員をもって一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「法人法」とい

う。）上の社員とする． 

3 正会員は，「法人法」に規定された次に掲げる社員の権利を，社

員と同様に当法人に対して行使することができる． 

(1) 法人法第 14 条第 2 項の権利（定款の閲覧等） 
(2) 法人法第 32 条第 2 項の権利（社員名簿の閲覧等） 
(3) 法人法第 57 条第 4 項の権利（社員総会の議事録の閲覧等）

(4) 法人法第 50 条第 6 項の権利（社員の代理権証明書等の閲覧

等） 
(5) 法人法第 52 条第 5 項の権利（電磁的方法による議決権行使

記録の閲覧等） 
(6) 法人法第 129 条第 3 項の権利（計算書類等の閲覧等） 
(7) 法人法第 229 条第 2 項の権利（精算法人の貸借対照表等の閲

覧等） 
(8) 法人法第 246 条第 3 項，第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3
項の権利（合併契約等の閲覧等） 

（入会） 

第 7 条 会員になろうとする者は，入会申込書を会長に提出し，理

事会の承認を受けなければならない．ただし，名誉会員に推薦され

た者は，入会の手続きを要せず，本人の承諾をもって会員となるも

のとする． 

（入会） 

第 6 条 この法人の会員になろうとする者は，入会申込書を提出し，

理事会の承認を得なければならない． 

2 社員総会において名誉会員に推薦された者は，入会の手続きを

要せず，本人の承諾をもって会員とする． 
（入会金及び会費） 

第8条 この会の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定め 

る． 

2 入会金及び会費に関する規定は理事会及び総会の議決を経て別

に定める． 

3 名誉会員は，入会金及び会費を納めることを要しない． 

4 納入の入会金及び会費は，いかなる事由があっても返還しない．

（経費の負担） 

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、

会員になったとき及び毎年、会員は社員総会において別に定める

額を支払う義務を負う． 

2 名誉会員は，入会金及び会費を納めることを要しない． 

3 納入の入会金及び会費は，いかなる事由があっても返還しない．

（会員の基本的権利） 

第9条 会員の権利は次のとおりであって，その者に専属する． 

(1) 正会員及び名誉会員は，役員の選挙権，被選挙権を有する．

(2) すべての会員は，会誌の配布を受ける． 

(3) すべての会員は，この会の刊行図書について特典を受ける 

（任意退会） 
第 8 条 会員は，規則に定める退会届けを提出することにより，任

意にいつでも退会することができる。 

か，この会が主催する事業に参加することができる． 

(4) 前項各号の会員の持つ権利は，各1つとする． 

（会員の義務） 

第10条 会員は本会則，規則に定める事項及び総会の決議を遵守し

なければならない． 

（除名） 

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員総会

の決議によって，当該会員を除名することができる。(3)に該当す

るときは理事会の議決を経て，会長が除名することができる． 

(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき． 

(2) この法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたと 

き． 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき． 
（資格の喪失） 

第11条 会員は，次の事由によってその資格を喪失する． 

(1) 退会したとき． 

(2) 死亡し，若しくは失踪宣告を受け，または法人である会員が

解散したとき． 

(3) 除名されたとき． 

（会員資格の喪失） 

第10条 前2条のほか，会員は，次のいずれかに該当するに至った

ときは，その資格を喪失する． 

(1) 会費を2 年以上滞納したとき． 

(2) すべての社員が同意したとき． 

(3) 死亡し，若しくは失踪宣告を受け，または会員である法人が

解散したとき． 
（退会） 

第12条 会員が退会しようとする場合は，会費に滞納があるとき

は，これを納入の上，理由を付して退会届けを会長に提出し，理事

会の承認を経なければならない． 

第 4 章 代議員 

（除名） 

第13条 会員が次の(1)または(2)に該当するときは，総会の議決を

経て，(3)に該当するときは理事会の議決を経て，会長が除名する

ことができる． 

(1) この会の名誉を傷つけ，又はこの法人の目的に違反する行 

為があったとき． 

(2) この会の会員としての義務に違反したとき． 

(3) 会費を2 年以上滞納したとき． 

（社員） 

第 11 条 この法人の社員は，正会員の中から選出された代議員を

もって法人法上の社員とする． 

2 この法人の社員は，概ね正会員 20 人から 1 人の割合をもって選

出する． 

3 代議員を選出するため，正会員及び名誉会員による代議員選挙

を行う．代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定め

る． 

4 代議員は，正会員の中から選ばれることを要する．正会員は，

前項の代議員選挙に立候補することができる． 

5 第 3 項の代議員選挙において，役員は，代議員を兼ねることは

できない． 

6 代議員の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時社員総会までとする．ただし，代議員が社員

総会決議取消しの訴え，解散の訴え，責任追及の訴え及び役員の解

任の訴え（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下，「法

人法」という．）第 266 条第 1 項，第 268 条，第 278 条，第 284
条）を提起している場合（法人法第 278 条第 1 項に規定する訴え

の提起の請求をしている場合を含む．）には，当該訴訟が終結する

までの間，当該代議員は社員たる地位を失わない（当該代議員は，

役員の選任及び解任（法人法第 63 条及び第 70 条）並びに定款変

更（法人法第 146 条）についての議決権を有しないこととする．）．

7 選挙の管理は，理事会から独立した別に定める選挙管理委員会

が行う。 

8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに

備えて補欠の代議員を選挙することができる．補欠の代議員の任期

は，任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとす

る． 
9 代議員が正会員の資格を喪失した場合は，代議員としての地位

を喪失する． 
第4章 役員，代議員及び職員 第 5 章 社員総会 
（役員） 

第14条 この会は，次の役員を置く． 

(1) 理事15名以上20名以内（うち会長1名，副会長2名，支部長

を含む）． 

(2) 監事 2名． 

（構成） 

第 12 条 社員総会は，すべての社員をもって構成する． 

（代議員） 

第15条 この会は150名以上250以内の代議員を置く． 

（権限） 

第 13 条 社員総会は，次の事項について決議する． 

(1) 会員の除名 
(2) 理事及び監事の選任又は解任 
(3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこ

れらの附属明細書の承認 
(4) 定款の変更 
(5) 解散及び残余財産の処分 
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で 

定められた事項 
（役員の選任） 

第16条 会長，副会長，理事，監事は，選挙により，正会員の中か

ら選出し，総会において選任する． 

2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は，

理事現在数の3 分の1 を超えてはならない． 

3 理事及び監事は，相互に兼ねることができない． 

4 第1項に定める選挙は，別に定める規程に基づいて行う． 

5 役員の欠員が生じた場合は，別に定める規程に従い，速やかに

欠員を補充する． 

（開催） 

第 14 条 社員総会は，定時社員総会として毎事業年度終了後 3 か

月以内に開催するほか，必要がある場合に臨時社員総会を開催す

る． 

（理事の職務） 

第17条 会長は，この会の業務を総理し，この会を代表する． 

（招集） 

第 15 条 社員総会は，法令で別段の定めがある場合を除き，理事
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2 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめ

会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し，又はその職

務を行う． 

3 副会長は，会長を補佐し，理事会の議決に基づき，日常の事務

に従事し，総会の議決した事項を処理する． 

4 理事は，理事会を組織して，この会則に定めるもののほか，こ

の会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し，執行

する． 

会の決議に基づき会長が招集する． 

2 総社員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する社員は，会長

に対し，社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して，社員

総会の招集を請求することができる。 

（監事の職務） 

第18条 監事は，この会の業務及び財産に関し，次の各号に規定す

る職務を行う． 

(1) 法人の財産の状況を監査すること． 

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること． 

(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したと

きはこれを理事会，総会に報告すること． 

(4) 前号の報告をするため必要があるときは，理事会又は総会を招

集すること． 

（議長） 

第 16 条 社員総会の議長は，会長がこれに当たる．会長に事故が

あるときは，あらかじめ理事会で決めた順番により他の理事がこれ

に当たる． 

（役員の任期） 

第19条 この会の役員の任期は2年とし，再任を妨げない．ただし，

毎年その半数を改選する． 

2 会長は，重任できない． 

3 副会長，理事，及び監事の任期は，連続2期を超えてはならない．

4 補欠または増員により選任された役員の任期は，前任者又は現

任者の残任期間とする． 

5 役員は，その任期満了後でも後任者が就任するまでは，なおそ

の職務を行う． 

（議決権） 

第 17 条 社員総会における議決権は，社員 1 名につき 1 個とする．

（役員の解任） 

第20条 役員が次の各号に該当するときは，理事現在数及び代議員

現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任するこ

とができる．（この場合，理事会及び総会で議決する前にその役員

に弁明の機会を与えなければならない．） 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき．

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が 

あると認められるとき． 

（決議） 

第 18 条 社員総会の決議は，総社員の議決権の過半数を有する社

員が出席し，出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う． 

2 前項の規定にかかわらず，次の議決は，総社員の半数以上であ

って，総社員の議決権の 3分 2以上に当たる多数をもって行う． 

(1) 会員の除名 
(2) 監事の解任 
(3) 定款の変更 
(4) 解散 
(5) その他法令で定められた事項 

3 理事又は監事を選任する決議をするに際しては，各候補者ごと

に第 1 項の決議を行わなければならない．理事又は監事の候補者

の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には，過半数の賛成

を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの

者を選任することとする． 
（役員の報酬） 

第21条 役員は，有給とすることができる． 

2 役員の報酬は，理事会の議決を経て会長が定める． 

（議決権の代理行使） 

第 19 条 社員総会に出席できない社員は，他の社員を代理人とし

て社員総会の議決権を行使することができる．この場合において，

当該社員は，代理権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出し

なければならない． 

2 前項の代理権の授与は，社員総会ごとに提出しなければならな

い． 

3 前項の規定による代理出席者は，社員総会の定数及び議決数に

算入する． 
（代議員の選任） 

第22条 代議員は，正会員の中から選出し，総会において選任する．

2 代議員は，役員を兼ねることができない． 

3 代議員の選挙は，別に定める規程に基づいて行う． 

4 代議員の欠員が生じた場合は，別に定める規程に従い，速やか

に欠員を補充する． 

（決議の省略） 

第 20 条 理事又は社員が，総会の決議の対象である事項について

提案をした場合において，その提案について社員のすべてが書面又

は電磁的方法により同意の意志表示をしたときは，その提案を可決

する旨の社員総会の決議があったものとする． 
（代議員の職務） 

第23条 代議員は，正会員を代表して総会に出席し，審議事項を議

決する． 

（議事録） 

第 21 条 社員総会の議事については，法令で定めるところにより，

議事録を作成する． 

2 議長及び出席した理事のうちから社員総会で選任された議事録

記名人 2 名は，前項の議事録に記名押印する． 
（代議員の任期） 

第24条 代議員の任期は2年とし，再任を妨げない．ただし，毎年

その半数を改選する． 

2 欠員又は増員により選任された代議員の任期は，前任者又は現

任者の残任期間とする． 

3 代議員は，その任期満了後でも後任者が就任するまでは，なお

その職務を行う． 

第 6 章 役員 

（代議員の解任） 

第25条 代議員が次の各号の一に該当するときは，理事現在数及び

社員現在数の各々4分の3以上の議決により，会長がこれを解任す

ることができる． 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき． 

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があ 

ると認められるとき． 

（役員） 
第22条 この法人に，次の役員を置く． 

(1) 理事15名以上20名以内（うち会長1名，副会長2名，支部長

を含む） 

(2) 監事 2 名 

2 理事のうち，1 名を会長，2 名以内を副会長とする． 

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし，副会長を業務執

行理事とする． 
（代議員の報酬） 

第26条 代議員は，無報酬とする． 

（役員の選任） 

第23条 理事及び監事は，選挙により正会員の中から選出し，社員

総会の決議によって選任する． 

2 選挙の管理は，理事会から独立した別に定める選挙管理委員会

が行う。 

3 会長及び副会長は，理事会の決議によって理事の中から選定す

る． 

4 この法人の理事のうちには，理事のいずれか1人及びその親族そ

の他特殊の関係にある者の合計数が，理事総数（現在数）の3 分
の1 を超えて含まれることになってはならない． 

5 この法人の監事には，この法人の理事（親族その他特殊の関係

にあるものを含む．）及びこの法人の使用人が含まれてはならない．

また各監事は，相互に親族その他特殊の関係があってはならない．

（事務局及び職員） 

第27条 この会の事務を処理するため，事務局及び必要な職員を置

く． 

2 職員は会長が任命する． 

3 職員は，有給とする． 

（理事の職務及び権限） 

第24条 理事は理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところ

により，職務を執行する． 

2 会長は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を

代表し，その業務を執行する． 

3 副会長は，法令及びこの定款に定めるところにより，会長を補

佐し，この法人の業務を分担執行する． 

4 その他の理事の職務と権限は，理事会が別に定める規定による．

5 会長及び副会長は，4ヶ月を超える間隔で年2回以上，自己の職

務の執行の状況を理事会に報告しなければならない． 
第5章 会 議 （監事の職務及び権限） 

第25条 監事は，理事の職務の執行を監査し，法令の定めるところ

により，監査報告を作成する． 

2 監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，

この法人の業務及び財産の状況を調査することができる． 

3 監事は，社員総会及び理事会に出席し，必要があると認めるとき

は，意見を述べなければならない． 
（理事会の構成） 

第28条 理事会は，会長，副会長，理事をもって構成する． 

（役員の任期） 

第26条 理事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする． 

2 監事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時社員総会の終結のときまでとする． 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の

終了する時までとする． 

4 理事又は監事は，第22条に定める定数に足りなくなるときは，

任期の満了又は辞任により退任した後も，新たに選任された者が就

任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を有する． 
（理事会の招集等） 

第29条 理事会は，毎年6 回会長が招集する．ただし，会長若しく

は監事が必要と認めたとき，又は理事現在数の3分の1以上から会

議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは，会

長は，その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しな

ければならない． 

2 理事会の議長は，会長とする． 

（役員の解任） 

第27条理事又は監事は，社員総会の決議によって解任することが

できる． 

（理事会の定数等） 

第30条 理事会は，理事現在数の3分の2以上の者が出席しなけれ

ば，議事を開き議決することができない．ただし，当該議事につき

書面をもってあらかじめ意思を表示したものは，出席者と見なす．

2 理事会の議決は，この定款に別段の定めがある場合を除くほか，

出席理事の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる． 

（報酬等） 

第28条 理事又は監事は，無報酬とする． 

 

（総会の構成） 

第31条 総会は代議員及び役員をもって構成する． 

（損害賠償請求の免除） 

第 29 条 理事又は監事は，その任務を怠ったときは，この法人に

対し，これによって生じた損害を賠償する責任を負い，法人法第

112 条の規定にかかわらず，この責任は，すべての正会員等の同意

がなければ，免除することができない． 
（総会の招集） 

第32条 通常総会は，毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招

集する． 

2 臨時総会は，理事会が必要と認めたとき，会長が招集する． 

3 前項のほか，正会員現在数の5分の1以上から議決に付議すべき

事項を示して総会の招集を請求されたときは，会長は，その請求が

あった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない． 

4 総会を招集するときは，少なくとも10日以前に，その会議に付

議すべき事項，日時及び場所を記載した書面をもって通知する． 

第 30 条 前条の規定にかかわらず，この法人は，法人法第 111 条

第 1 項で定めるところの賠償責任について，法令に定める要件に

該当する場合には，理事会の決議によって，賠償責任額から法令に

定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として，その責任を

免除することができる． 

（総会の議長） 

第33条 総会の議長は，会議のつど，出席代議員及び役員の互選で

定める． 

第 7 章 理事会 

（総会の決議事項） 

第34条 総会は，この定款に定めるもののほか，次の事項を議決す

る． 

(1) 事業計画及び収支予算についての事項． 

(2) 事業報告及び収支決算についての事項． 

(3) 正味財産増減計算書，財産目録及び貸借対照表についての事

項． 

(4) その他この会の業務に関する重要事項で理事会において必 

要と認めたもの． 

（構成） 

第 31 条 この法人に理事会を置く． 

2 理事会はすべての理事をもって構成する． 
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2 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめ

会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し，又はその職

務を行う． 

3 副会長は，会長を補佐し，理事会の議決に基づき，日常の事務

に従事し，総会の議決した事項を処理する． 

4 理事は，理事会を組織して，この会則に定めるもののほか，こ

の会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し，執行

する． 

会の決議に基づき会長が招集する． 

2 総社員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する社員は，会長

に対し，社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して，社員

総会の招集を請求することができる。 

（監事の職務） 

第18条 監事は，この会の業務及び財産に関し，次の各号に規定す

る職務を行う． 

(1) 法人の財産の状況を監査すること． 

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること． 

(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したと

きはこれを理事会，総会に報告すること． 

(4) 前号の報告をするため必要があるときは，理事会又は総会を招

集すること． 

（議長） 

第 16 条 社員総会の議長は，会長がこれに当たる．会長に事故が

あるときは，あらかじめ理事会で決めた順番により他の理事がこれ

に当たる． 

（役員の任期） 

第19条 この会の役員の任期は2年とし，再任を妨げない．ただし，

毎年その半数を改選する． 

2 会長は，重任できない． 

3 副会長，理事，及び監事の任期は，連続2期を超えてはならない．

4 補欠または増員により選任された役員の任期は，前任者又は現

任者の残任期間とする． 

5 役員は，その任期満了後でも後任者が就任するまでは，なおそ

の職務を行う． 

（議決権） 

第 17 条 社員総会における議決権は，社員 1 名につき 1 個とする．

（役員の解任） 

第20条 役員が次の各号に該当するときは，理事現在数及び代議員

現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任するこ

とができる．（この場合，理事会及び総会で議決する前にその役員

に弁明の機会を与えなければならない．） 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき．

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が 

あると認められるとき． 

（決議） 

第 18 条 社員総会の決議は，総社員の議決権の過半数を有する社

員が出席し，出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う． 

2 前項の規定にかかわらず，次の議決は，総社員の半数以上であ

って，総社員の議決権の 3分 2以上に当たる多数をもって行う． 

(1) 会員の除名 
(2) 監事の解任 
(3) 定款の変更 
(4) 解散 
(5) その他法令で定められた事項 

3 理事又は監事を選任する決議をするに際しては，各候補者ごと

に第 1 項の決議を行わなければならない．理事又は監事の候補者

の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には，過半数の賛成

を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの

者を選任することとする． 
（役員の報酬） 

第21条 役員は，有給とすることができる． 

2 役員の報酬は，理事会の議決を経て会長が定める． 

（議決権の代理行使） 

第 19 条 社員総会に出席できない社員は，他の社員を代理人とし

て社員総会の議決権を行使することができる．この場合において，

当該社員は，代理権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出し

なければならない． 

2 前項の代理権の授与は，社員総会ごとに提出しなければならな

い． 

3 前項の規定による代理出席者は，社員総会の定数及び議決数に

算入する． 
（代議員の選任） 

第22条 代議員は，正会員の中から選出し，総会において選任する．

2 代議員は，役員を兼ねることができない． 

3 代議員の選挙は，別に定める規程に基づいて行う． 

4 代議員の欠員が生じた場合は，別に定める規程に従い，速やか

に欠員を補充する． 

（決議の省略） 

第 20 条 理事又は社員が，総会の決議の対象である事項について

提案をした場合において，その提案について社員のすべてが書面又

は電磁的方法により同意の意志表示をしたときは，その提案を可決

する旨の社員総会の決議があったものとする． 
（代議員の職務） 

第23条 代議員は，正会員を代表して総会に出席し，審議事項を議

決する． 

（議事録） 

第 21 条 社員総会の議事については，法令で定めるところにより，

議事録を作成する． 

2 議長及び出席した理事のうちから社員総会で選任された議事録

記名人 2 名は，前項の議事録に記名押印する． 
（代議員の任期） 

第24条 代議員の任期は2年とし，再任を妨げない．ただし，毎年

その半数を改選する． 

2 欠員又は増員により選任された代議員の任期は，前任者又は現

任者の残任期間とする． 

3 代議員は，その任期満了後でも後任者が就任するまでは，なお

その職務を行う． 

第 6 章 役員 

（代議員の解任） 

第25条 代議員が次の各号の一に該当するときは，理事現在数及び

社員現在数の各々4分の3以上の議決により，会長がこれを解任す

ることができる． 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき． 

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があ 

ると認められるとき． 

（役員） 
第22条 この法人に，次の役員を置く． 

(1) 理事15名以上20名以内（うち会長1名，副会長2名，支部長

を含む） 

(2) 監事 2 名 

2 理事のうち，1 名を会長，2 名以内を副会長とする． 

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし，副会長を業務執

行理事とする． 
（代議員の報酬） 

第26条 代議員は，無報酬とする． 

（役員の選任） 

第23条 理事及び監事は，選挙により正会員の中から選出し，社員

総会の決議によって選任する． 

2 選挙の管理は，理事会から独立した別に定める選挙管理委員会

が行う。 

3 会長及び副会長は，理事会の決議によって理事の中から選定す

る． 

4 この法人の理事のうちには，理事のいずれか1人及びその親族そ

の他特殊の関係にある者の合計数が，理事総数（現在数）の3 分
の1 を超えて含まれることになってはならない． 

5 この法人の監事には，この法人の理事（親族その他特殊の関係

にあるものを含む．）及びこの法人の使用人が含まれてはならない．

また各監事は，相互に親族その他特殊の関係があってはならない．

（事務局及び職員） 

第27条 この会の事務を処理するため，事務局及び必要な職員を置

く． 

2 職員は会長が任命する． 

3 職員は，有給とする． 

（理事の職務及び権限） 

第24条 理事は理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところ

により，職務を執行する． 

2 会長は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を

代表し，その業務を執行する． 

3 副会長は，法令及びこの定款に定めるところにより，会長を補

佐し，この法人の業務を分担執行する． 

4 その他の理事の職務と権限は，理事会が別に定める規定による．

5 会長及び副会長は，4ヶ月を超える間隔で年2回以上，自己の職

務の執行の状況を理事会に報告しなければならない． 
第5章 会 議 （監事の職務及び権限） 

第25条 監事は，理事の職務の執行を監査し，法令の定めるところ

により，監査報告を作成する． 

2 監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，

この法人の業務及び財産の状況を調査することができる． 

3 監事は，社員総会及び理事会に出席し，必要があると認めるとき

は，意見を述べなければならない． 
（理事会の構成） 

第28条 理事会は，会長，副会長，理事をもって構成する． 

（役員の任期） 

第26条 理事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする． 

2 監事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時社員総会の終結のときまでとする． 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の

終了する時までとする． 

4 理事又は監事は，第22条に定める定数に足りなくなるときは，

任期の満了又は辞任により退任した後も，新たに選任された者が就

任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を有する． 
（理事会の招集等） 

第29条 理事会は，毎年6 回会長が招集する．ただし，会長若しく

は監事が必要と認めたとき，又は理事現在数の3分の1以上から会

議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは，会

長は，その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しな

ければならない． 

2 理事会の議長は，会長とする． 

（役員の解任） 

第27条理事又は監事は，社員総会の決議によって解任することが

できる． 

（理事会の定数等） 

第30条 理事会は，理事現在数の3分の2以上の者が出席しなけれ

ば，議事を開き議決することができない．ただし，当該議事につき

書面をもってあらかじめ意思を表示したものは，出席者と見なす．

2 理事会の議決は，この定款に別段の定めがある場合を除くほか，

出席理事の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる． 

（報酬等） 

第28条 理事又は監事は，無報酬とする． 

 

（総会の構成） 

第31条 総会は代議員及び役員をもって構成する． 

（損害賠償請求の免除） 

第 29 条 理事又は監事は，その任務を怠ったときは，この法人に

対し，これによって生じた損害を賠償する責任を負い，法人法第

112 条の規定にかかわらず，この責任は，すべての正会員等の同意

がなければ，免除することができない． 
（総会の招集） 

第32条 通常総会は，毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招

集する． 

2 臨時総会は，理事会が必要と認めたとき，会長が招集する． 

3 前項のほか，正会員現在数の5分の1以上から議決に付議すべき

事項を示して総会の招集を請求されたときは，会長は，その請求が

あった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない． 

4 総会を招集するときは，少なくとも10日以前に，その会議に付

議すべき事項，日時及び場所を記載した書面をもって通知する． 

第 30 条 前条の規定にかかわらず，この法人は，法人法第 111 条

第 1 項で定めるところの賠償責任について，法令に定める要件に

該当する場合には，理事会の決議によって，賠償責任額から法令に

定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として，その責任を

免除することができる． 

（総会の議長） 

第33条 総会の議長は，会議のつど，出席代議員及び役員の互選で

定める． 

第 7 章 理事会 

（総会の決議事項） 

第34条 総会は，この定款に定めるもののほか，次の事項を議決す

る． 

(1) 事業計画及び収支予算についての事項． 

(2) 事業報告及び収支決算についての事項． 

(3) 正味財産増減計算書，財産目録及び貸借対照表についての事

項． 

(4) その他この会の業務に関する重要事項で理事会において必 

要と認めたもの． 

（構成） 

第 31 条 この法人に理事会を置く． 

2 理事会はすべての理事をもって構成する． 
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（総会の定足数等） 

第35条 総会は，代議員及び役員の過半数の者が出席しなければ，

議事を開き議決することができない．ただし，当該議事につき書面

をもってあらかじめ意思を表明した者及び他の代議員又は役員を

代理人として表決を委任した者は，出席者とみなす． 

2 総会の議事は，この定款に別段の定めがある場合を除くほか，

代議員及び役員である出席者の過半数をもって決し，可否同数のと

きは，議長の決するところによる． 

（職務及び権限） 

第 32 条 理事会は，次の職務を行う． 

(1) この法人の業務執行の決定 
(2) 理事の職務の執行の監督 
(3) 会長及び副会長の選定及び解職 

（会員への通知） 

第36条 総会の議事の要領及び議決した事項は，全会員に通知す

る． 

（招集） 

第33条 理事会は，会長が招集する． 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，各理事が理事

会を招集する． 
（議事録） 

第37条 すべての会議には，議事録を作成し，議長及び出席者の代

表2名以上が署名押印の上，これを保存する． 

（議長） 

第 34 条 理事会の議長は，会長がこれに当たる．会長に事故があ

るときは，あらかじめ理事会で決めた順番により他の理事がこれに

当たる． 
第6章 資産及び会計 （決議） 

第 35 条 理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する

理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数をもって行う． 
（資産の構成） 

第38条 この会の資産は，次の通りとする． 

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産． 

(2) 入会金及び会費． 

(3) 資産から生じる収入． 

(4) 事業に伴う収入． 

(5) 寄付金品． 

(6) その他の収入． 

（決議の省略） 

第 36 条 理事又は理事会が，決議の目的である事項について提案

をした場合において，その提案について議決に加わることのできる

理事のすべてが，書面又は電磁的方法により同意の意志表示をした

ときは，監事が当該提案について異議を申し立てたときを除き，そ

の提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする． 

2 前項の規定にかかわらず，法人法第 96 条に定める要件を満たし

たときは，理事会の決議があったものとみなす． 
（資産の種別） 

第39条 この会の資産を分けて，基本財産と運用財産の2種類とす

る． 

2 基本財産は，次に掲げるものをもって構成する． 

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産． 

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産． 

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産． 

3 運用財産は，基本財産以外の資産とする． 

（議事録） 

第 37 条 理事会の議事については，法令で定めるところにより，

議事録を作成する． 

2 出席し会長及び監事は，前項の議事録に記名押印する． 

（資産の管理） 

第40条 この会の資産は，会長が管理し，基本財産のうち現金は，

理事会の議決を経て定期預金とする等の確実な方法により，会長が

保管する． 

第 8 章 基金 

 （基金の拠出等） 

第 38 条 この法人は，基金を引き受ける者の募集をすることがで

きる． 

2 拠出された基金は，当法人が解散するまで返還しない． 

3 基金の返還の手続きについては，基金の返還を行う場所及び方

法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする． 

 第 9 章 資産及び会計 

（基本財産の処分の制限） 

第41条 基本財産は，譲渡し，交換し，担保に供し，又は運用財産

に繰り入れてはならない． 

ただし，この会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは，理事

会及び総会の議決を経て，その一部に限りこれらの処分をすること

ができる． 

（事業年度） 

第 39 条 この法人の事業年度は，毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月

31 日に終わる． 

（経費の支弁） 

第42条 この会の事業遂行に要する経費は，運用財産をもって支弁

する． 

（資産の管理及び運用） 

第 40 条 この法人の資産の管理及び運用は，理事会が別に定める

会計処理，運用財産及び資産運用に関する規定によるものとする．

（事業計画及び収支予算） 

第43条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は，理事会が編

成し，理事会及び総会の議決を経なければならない．事業計画及び

収支予算を変更しようとする場合も同様とする． 

（事業計画及び収支予算） 

第 41 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については，毎事

業年度の開始の日の前日までに，会長が作成し，理事会の承認を受

けなければならない．これを変更する場合も同様とする． 

2 前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了

するまでの間，備え置くものとする． 
（収支決算） 

第44条 この会の収支決算は，会長が作成し，財産目録，貸借対照

表，事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書と

ともに，監事の意見を付し，理事会及び総会の承認を受けてなけれ

ばならない． 

2 この法人の収支決算に収支差額があるときは，理事会の議決及

び総会の承認を受けて，その一部又は全部を基本財産に編入し，又

は翌年度に繰り越すものとする． 

（事業報告及び決算） 

第 42 条 この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終

了後，会長が次の書類を作成し，監事の監査を受け，理事会の承認

経て，定時社員総会に提出し，第 1 号及び第 2 号の書類について

はその内容を報告し，第 3 号から第 5 号までの書類については承

認を受けなければならない． 

(1) 事業報告 
(2) 事業報告の附属明細書 
(3) 貸借対照表 
(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 
(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明

細書 
2 第 1 項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置

くとともに，定款，社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする．

(1) 監査報告 
（長期借入金） 

第45条 この会が借り入れをしようとするときは，その会計年度の

第 10 章 定款の変更及び解散 

収入をもって償還する短期借入金を除き，理事会及び総会の議決を

経なければならない． 

（新たな義務の負担等） 

第46条 第41条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに

収支予算で定めるものを除くほか，この会が新たな義務の負担又は

権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは，理事会及び総

会の議決を経なければならない． 

（定款の変更） 

第 43 条 この定款は，社員総会の決議によって変更することがで

きる． 

（事業年度） 

第47条 この会の事業年度は，毎年4月1日に始まり，翌年3月31日
に終わる． 

（解散） 

第 44 条 この法人は，社員総会の決議その他法令で定められた事

由により解散する． 
第7章 会則の変更及び解散 （剰余金の分配） 

第 45 条 この法人は，剰余金の分配を行うことができない． 
（会則の変更） 

第48条 この会則は，理事会における理事現在数並びに総会におけ

る代議員及び役員現在数の4分3以上の議決を経なければ変更する

ことができない． 

（残余財産の帰属） 

第 46 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は，社

員総会の決議を経て，公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体

に贈与するものとする． 
（解散） 

第49条 この会の解散は，理事会における理事現在数並びに総会に

おける代議員及び役員現在数の4分3以上の議決を経なければなら

ない． 

第 11 章 公告の方法 

（残余財産の処分） 

第50条 この会の解散に伴う残余財産は，理事会における理事現在

数並びに総会における代議員及び役員現在数の4分3以上の議決を

経て，この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するも

のとする． 

（公告の方法） 

第 47 条 この法人の公告は，電子公告により行う． 

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をするこ

とができない場合は，官報に掲載する方法による． 
第8章 雑 則 第 12 章 補則 
（書類及び帳簿の備付等） 

第51条 この会の事務所に，次の書類及び帳簿を備えなければなら

ない．ただし，他の法令により，これに代わる書類及び帳簿を備え

たときは，この限りではない． 

(1) 会則． 

(2) 会員の名簿． 

(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書． 

(4) 財産目録． 

(5) 資産台帳及び負債台帳． 

(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類． 

(7) 理事会及び総会の議事に関する書類． 

(8) 官公署往復書類． 

(9) 収支予算書及び事業計画書． 

(10) 収支計算書及び事業報告書． 

(11) 貸借対照表． 

(12) 正味財産増減計算書． 

(13) その他必要な書類及び帳簿． 

2 前項第1号から第5号までの書類，同項第7号の書類及び同項第9
号から第12号までの書類は永年，同項第6号の帳簿及び書類は10年
以上，同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなけ

ればならない． 

3 第 項第1号，第2号及び第4号の書類，同項第9号から第12号まで

の書類並びに役員名簿は，これを一般の閲覧に供するものとする．

（事務局及び職員） 

第 48 条 この法人の事務を処理するため，事務局及び必要な職員

を置く． 

2 事務局長は，理事会で選任，解任する 

3 職員は会長が任免する． 

4 職員は有給とする． 

 （支部，研究会及び委員会） 

第 49 条 この法人は，事業を円滑に推進するため，支部，研究会

及び委員会を設けることができる． 

2 支部，研究会及び委員会の設置，廃止，構成，運営等については

規則で定める． 
 （委任） 

第 50 条 この定款に定めるもののほか，この定款の施行について

必要な事項は，理事会の決議を経て，会長が定める． 
（細 則） 

第52条 この会則の施行についての細則は，理事会及び総会の議決

を経て，別に定める． 

付則 本会則は，2009(平成21)年5月17日より施行する． 

附則 
1 この定款は，一般法人の設立の登記の日から施行する．

2 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成○○

年○月○日までとする。

3 この法人の設立時理事，設立時会長及び設立時監事は，次のと

おりである。

設立時理事   ○○○○，○○○○，○○○○

設立時代表理事 ○○○○

設立時監事   ○○○○

4 設立時社員の氏名及び住所は，次のとおりである。

以上，一般社団法人日本色彩学会設立のため，設立時社員○○外 2
名の定款作成代理人○○○○は，電磁的記録である本定款を作成

し，これに電子署名する。

  平成○○年○月○日
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（総会の定足数等） 

第35条 総会は，代議員及び役員の過半数の者が出席しなければ，

議事を開き議決することができない．ただし，当該議事につき書面

をもってあらかじめ意思を表明した者及び他の代議員又は役員を

代理人として表決を委任した者は，出席者とみなす． 

2 総会の議事は，この定款に別段の定めがある場合を除くほか，

代議員及び役員である出席者の過半数をもって決し，可否同数のと

きは，議長の決するところによる． 

（職務及び権限） 

第 32 条 理事会は，次の職務を行う． 

(1) この法人の業務執行の決定 
(2) 理事の職務の執行の監督 
(3) 会長及び副会長の選定及び解職 

（会員への通知） 

第36条 総会の議事の要領及び議決した事項は，全会員に通知す

る． 

（招集） 

第33条 理事会は，会長が招集する． 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，各理事が理事

会を招集する． 
（議事録） 

第37条 すべての会議には，議事録を作成し，議長及び出席者の代

表2名以上が署名押印の上，これを保存する． 

（議長） 

第 34 条 理事会の議長は，会長がこれに当たる．会長に事故があ

るときは，あらかじめ理事会で決めた順番により他の理事がこれに

当たる． 
第6章 資産及び会計 （決議） 

第 35 条 理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する

理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数をもって行う． 
（資産の構成） 

第38条 この会の資産は，次の通りとする． 

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産． 

(2) 入会金及び会費． 

(3) 資産から生じる収入． 

(4) 事業に伴う収入． 

(5) 寄付金品． 

(6) その他の収入． 

（決議の省略） 

第 36 条 理事又は理事会が，決議の目的である事項について提案

をした場合において，その提案について議決に加わることのできる

理事のすべてが，書面又は電磁的方法により同意の意志表示をした

ときは，監事が当該提案について異議を申し立てたときを除き，そ

の提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする． 

2 前項の規定にかかわらず，法人法第 96 条に定める要件を満たし

たときは，理事会の決議があったものとみなす． 
（資産の種別） 

第39条 この会の資産を分けて，基本財産と運用財産の2種類とす

る． 

2 基本財産は，次に掲げるものをもって構成する． 

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産． 

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産． 

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産． 

3 運用財産は，基本財産以外の資産とする． 

（議事録） 

第 37 条 理事会の議事については，法令で定めるところにより，

議事録を作成する． 

2 出席し会長及び監事は，前項の議事録に記名押印する． 

（資産の管理） 

第40条 この会の資産は，会長が管理し，基本財産のうち現金は，

理事会の議決を経て定期預金とする等の確実な方法により，会長が

保管する． 

第 8 章 基金 

 （基金の拠出等） 

第 38 条 この法人は，基金を引き受ける者の募集をすることがで

きる． 

2 拠出された基金は，当法人が解散するまで返還しない． 

3 基金の返還の手続きについては，基金の返還を行う場所及び方
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 第 9 章 資産及び会計 

（基本財産の処分の制限） 

第41条 基本財産は，譲渡し，交換し，担保に供し，又は運用財産

に繰り入れてはならない． 

ただし，この会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは，理事

会及び総会の議決を経て，その一部に限りこれらの処分をすること

ができる． 

（事業年度） 

第 39 条 この法人の事業年度は，毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月

31 日に終わる． 

（経費の支弁） 

第42条 この会の事業遂行に要する経費は，運用財産をもって支弁

する． 

（資産の管理及び運用） 

第 40 条 この法人の資産の管理及び運用は，理事会が別に定める

会計処理，運用財産及び資産運用に関する規定によるものとする．

（事業計画及び収支予算） 

第43条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は，理事会が編

成し，理事会及び総会の議決を経なければならない．事業計画及び

収支予算を変更しようとする場合も同様とする． 

（事業計画及び収支予算） 

第 41 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については，毎事

業年度の開始の日の前日までに，会長が作成し，理事会の承認を受

けなければならない．これを変更する場合も同様とする． 

2 前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了

するまでの間，備え置くものとする． 
（収支決算） 

第44条 この会の収支決算は，会長が作成し，財産目録，貸借対照

表，事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書と

ともに，監事の意見を付し，理事会及び総会の承認を受けてなけれ

ばならない． 

2 この法人の収支決算に収支差額があるときは，理事会の議決及

び総会の承認を受けて，その一部又は全部を基本財産に編入し，又

は翌年度に繰り越すものとする． 

（事業報告及び決算） 

第 42 条 この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終

了後，会長が次の書類を作成し，監事の監査を受け，理事会の承認

経て，定時社員総会に提出し，第 1 号及び第 2 号の書類について

はその内容を報告し，第 3 号から第 5 号までの書類については承

認を受けなければならない． 

(1) 事業報告 
(2) 事業報告の附属明細書 
(3) 貸借対照表 
(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 
(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明

細書 
2 第 1 項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置

くとともに，定款，社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする．

(1) 監査報告 
（長期借入金） 
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第 10 章 定款の変更及び解散 

収入をもって償還する短期借入金を除き，理事会及び総会の議決を
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（新たな義務の負担等） 
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きる． 

（事業年度） 
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第8章 雑 則 第 12 章 補則 
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(1) 会則． 

(2) 会員の名簿． 

(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書． 

(4) 財産目録． 

(5) 資産台帳及び負債台帳． 

(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類． 

(7) 理事会及び総会の議事に関する書類． 

(8) 官公署往復書類． 

(9) 収支予算書及び事業計画書． 

(10) 収支計算書及び事業報告書． 

(11) 貸借対照表． 

(12) 正味財産増減計算書． 

(13) その他必要な書類及び帳簿． 

2 前項第1号から第5号までの書類，同項第7号の書類及び同項第9
号から第12号までの書類は永年，同項第6号の帳簿及び書類は10年
以上，同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなけ

ればならない． 

3 第 項第1号，第2号及び第4号の書類，同項第9号から第12号まで

の書類並びに役員名簿は，これを一般の閲覧に供するものとする．

（事務局及び職員） 

第 48 条 この法人の事務を処理するため，事務局及び必要な職員

を置く． 

2 事務局長は，理事会で選任，解任する 

3 職員は会長が任免する． 

4 職員は有給とする． 

 （支部，研究会及び委員会） 

第 49 条 この法人は，事業を円滑に推進するため，支部，研究会

及び委員会を設けることができる． 

2 支部，研究会及び委員会の設置，廃止，構成，運営等については

規則で定める． 
 （委任） 

第 50 条 この定款に定めるもののほか，この定款の施行について

必要な事項は，理事会の決議を経て，会長が定める． 
（細 則） 

第52条 この会則の施行についての細則は，理事会及び総会の議決

を経て，別に定める． 

付則 本会則は，2009(平成21)年5月17日より施行する． 

附則 
1 この定款は，一般法人の設立の登記の日から施行する．

2 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成○○

年○月○日までとする。

3 この法人の設立時理事，設立時会長及び設立時監事は，次のと

おりである。

設立時理事   ○○○○，○○○○，○○○○

設立時代表理事 ○○○○

設立時監事   ○○○○

4 設立時社員の氏名及び住所は，次のとおりである。

以上，一般社団法人日本色彩学会設立のため，設立時社員○○外 2
名の定款作成代理人○○○○は，電磁的記録である本定款を作成

し，これに電子署名する。

  平成○○年○月○日
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第4号議案 平成26年度事業計画 
 

１．刊行物 
① 学会誌： Vol.38-No.3(大会特別号)，No.4，No.5，No.6(2014) およびVol.39-No.1，No.2(2015)． 

② ニューズ： 289号，290号，291号，292号(2014)および293号，294号(2015). 

③ Color Research and Application: Vol.39-No.2，No.3，No.4，No.5，No.6(2014)およびVol.40-No.1(2015) 

(共同編集)． 

 

２．集会 
①  第45回全国大会：九州大学大橋キャンパス(関西支部担当)にて5月23日～25日に開催． 

シンポジウム2件 5月23日，24日に同上にて開催． 

    付設展示会：5月24日，25日に同上にて開催． 

② 第２回秋の大会：静岡市清水文化会館マリナートにて11月14日～15日に開催． 

 

３．委員会 
３．１  運営計画部門 

① 法人化及び構造改革委員会(継続) 

② 学術委員会(継続) 

③ 財務委員会(継続) 

④ 組織制度委員会(継続) 

３．２ 編集部門 

① 学会誌編集委員会(継続)  

② 広報委員会(継続) 

③  ＣＲＡ委員会(継続) 

④  出版委員会(継続) 

⑤  新編色彩科学ハンドブック改訂委員会(継続) 

３．３  業務部門 

① 第45回全国大会実行委員会(継続) 

② 第2回秋の大会実行委員会(継続) 

③ ＡＩＣ2015実行委員会(継続) 

④ 国際交流委員会(継続) 

⑤ 事業活動推進委員会(継続) 

⑥ 賛助会員検討委員会(継続) 

⑦ 選挙管理委員会(継続) 

⑧ 教育普及委員会(継続) 

⑨  資格等対応委員会(継続) 

３．４  表彰部門 

① 日本色彩学会秋の大会発表奨励賞審査委員会(継続) 

② 日本色彩学会賞／功労賞 審査委員会(継続) 

③ 日本色彩学会論文賞審査委員会(継続) 

④ 日本色彩学会論文奨励賞審査委員会(継続) 

⑤ 日本色彩学会全国大会発表奨励賞審査委員会(継続)    

３．５  規格部門 

①  JIS 原案作成委員会(測色-第 3 部：ＣＩＥ三刺激値の制定)(新設) 

 
４．研究会 
  ① イリュージョン研究会(継続) 

  ② 画像色彩研究会(継続) 

  ③ カラーデザイン研究会(継続) 

  ④ 環境色彩研究会(継続) 

  ⑤ くらしの色彩研究会(継続) 

  ⑥ 視覚情報基礎研究会(継続) 

  ⑦ 色覚研究会(継続) 

  ⑧ 色彩教材研究会(継続) 

  ⑨ 測色研究会(継続) 

  ⑩ 白色度研究会(継続) 

  ⑪ パーソナルカラー研究会(継続) 

  ⑫ 美しい日本の色彩環境を創る研究会(継続)  

  ⑬ コスメティクスと肌・顔研究会(継続)   (後掲資料を参照のこと) 

 

５. 会議 
  ① 総会を1回開催 

  ② 理事会を6回開催 

第5号議案　2014（平成26）年度収支計画 平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

科　　目 予算 前年度予算  差    額

Ⅰ　収入の部
１．会費収入　

(1) 入会金 100,000 150,000 △50,000
(2) 正会員 12,500,000 14,000,000 △1,500,000
(3) 学生会員 200,000 350,000 △150,000
(4) 賛助会員 1,700,000 1,500,000 200,000
会費収入合計 14,500,000 16,000,000 △1,500,000

２．事業収入
(1) 学術集会参加料 3,700,000 3,500,000 200,000
(2) 講座参加料 1,100,000 0 1,100,000
(3) 会誌購読別刷料 2,000,000 1,900,000 100,000
(4) 広告掲載料 3,800,000 3,000,000 800,000
(5) 印税収入 100,000 100,000 0
(6) 研究/普及委託料 4,500,000 5,200,000 △700,000
(7) 会員名簿収入 0 0 0
事業収入合計 15,200,000 13,700,000 1,500,000

３.雑収入
(1) 受取利息 - - -
(2) 雑収入 640,000 900,000 △260,000
雑収入合計 640,000 900,000 △260,000

　　 ４.前期剰余金一部繰入 5,100,000 4,900,000 200,000

当期収入合計 35,440,000 35,500,000 △60,000

前期繰越額 17,864,121 24,697,937 △6,833,816

収入合計 53,304,121 60,197,937 △6,893,816
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(7) 会員名簿収入 0 0 0
事業収入合計 15,200,000 13,700,000 1,500,000

３.雑収入
(1) 受取利息 - - -
(2) 雑収入 640,000 900,000 △260,000
雑収入合計 640,000 900,000 △260,000

　　 ４.前期剰余金一部繰入 5,100,000 4,900,000 200,000

当期収入合計 35,440,000 35,500,000 △60,000

前期繰越額 17,864,121 24,697,937 △6,833,816

収入合計 53,304,121 60,197,937 △6,893,816
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(単位：円)

科　　目 予算 前年度予算  差    額

Ⅱ　支出の部
１．事業費

 (1) 学術集会費 2,500,000 3,100,000 △600,000
 (2) 講座開催費 600,000 0 600,000
 (3) 会誌等発行費 11,000,000 11,000,000 0
 (4) 各種委員会費 800,000 700,000 100,000
 (5) 研究会運営費 860,000 700,000 160,000
 (6) 委託作業費 3,900,000 4,050,000 △150,000
 (7) 支部交付金 1,550,000 1,800,000 △250,000
 (8) 表彰費 120,000 100,000 20,000
 (9) 広報活動費 220,000 50,000 170,000
(10) 国際交流費 100,000 300,000 △200,000
(11）法人化費 200,000 200,000 0
事業費合計 21,850,000 22,000,000 △150,000

２．管理費
 (1) 人件費 3,500,000 3,500,000 0
 (2) 通信費 650,000 700,000 △50,000
 (3) 印刷費 700,000 700,000 0
 (4) 消耗品費 50,000 50,000 0
 (5) 会議費 50,000 50,000 0
 (6) リース費 300,000 300,000 0
 (7) 備品費 50,000 50,000 0
 (8) 事務所借料費 2,750,000 2,750,000 0
 (9) 諸会費 90,000 80,000 10,000
(10) 雑費 350,000 420,000 △70,000
管理費合計 8,490,000 8,600,000 △110,000

３．予備費
予備費合計 0 0 0

4.特別会計繰出 5,100,000 4,900,000 200,000

当期支出合計 35,440,000 35,500,000 △60,000

次期繰越収支差額 17,864,121 24,697,937 △6,833,816

支出合計 53,304,121 60,197,937 △6,893,816

特別会計AIC2015
＜収入＞一般会計繰入       5,100,000  ＜支出＞実行委員会 5,100,000
       合計額 5,100,000 5,100,000

一般会計繰入累計 10,000,000 実行委員会への支出累計      10,000,000
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    平成 26 年度新任役員一覧                平成 26 年度留任役員一覧 
 

会 長（１名） 渕田 隆義  女子美術大学 

副会長（２名） 苧阪 直行  京都大学 

 高橋 晋也  名古屋大学大学院 

理 事（６名）  東  吉彦  東京工芸大学 

          石川 典夫  大阪芸術大学 

          岡嶋 克典  横浜国立大学大学院 

          鈴木 敬明  静岡県工業技術研究所 

          土居 元紀  大阪電気通信大学 

          山田 雅子  埼玉女子短期大学 

 支部長（３名） 小松原 仁  （一財）日本色彩研究所   

         吉村 耕治  関西外国語大学短期大学部  

          中村 信次  日本福祉大学 

 監 事（２名） 池田 光男  東京工業大学名誉教授 

 林  英光  愛知県立芸術大学名誉教授 

 

 

平成 26 年度代議員一覧 合計 156 名 (新任 84 名 留任 72 名) 
  関東支部 (79 名) 

新 任 

芦澤 昌子 （日本女子大学） 

赤木 重文 （（一財）日本色彩研究所） 

荒木 紀久子（K’s color design works） 

阿山 みよし（宇都宮大学大学院） 

井澤 尚子 （東京家政学院大学） 

市原 恭代 （工学院大学） 

犬井 正男 （東京工芸大学） 

岩井  彌 （パナソニック㈱） 

内川 惠二 （東京工業大学大学院） 

大島 未有希（群馬のcolor風） 

大住 雅之 （㈱オフィス･カラーサイエンス） 

加藤 進久 （㈱日本廣告社） 

鹿目 理恵子（atelier KaNoMe） 

川村 雅徳 （DICカラーデザイン㈱） 

北畠  耀 （文化学園大学） 

坂田 勝亮 （女子美術大学大学院） 

酒巻 明美 （㈲ソフィア倶楽部） 

桜井 輝子 （東京カラーズ㈱） 

鈴木 健一 （㈱村上色彩技術研究所） 

鈴木 恒男 （慶應義塾大学） 

高山 美幸 （エスケー化研㈱） 

武井  昇 （群馬職業訓練支援センター） 

 

遠山 令子 （群馬のcolor風） 

富永 昌治 （千葉大学大学院） 

中山 昌春 （東京理科大学） 

成田 イクコ（㈲センスアップ・プランニング） 

萩原 京子 （サンスター技研㈱） 

橋本 実千代（色彩指導者，カラーコーディネーター） 

長谷川 博士（UFFICIO COLORE） 

日高 杏子 （多摩美術大学） 

平井 経太 （千葉大学大学院） 

前田 富士男（中部大学） 

松井 英幸 （日本電計㈱） 

松田 陽子 （Colour Institute MEME／ミーム） 

眞鍋 佳嗣 （千葉大学大学院） 

水野谷 悌子（日本大学） 

三井 直樹 （共立女子大学） 

三ツ塚 由貴子（color station） 

室屋 泰三 （国立新美術館） 

元呑 昭夫 （㈲カラーランド研究所） 

矢口 博久 （千葉大学大学院） 

山川 やえ子（color station） 

ヨシタ ミチコ（㈱カラースペース・ワム） 

渡辺 明日香（共立女子短期大学）

留 任 

粟野 由美 （東京造形大学） 

伊賀 公一 （NPO カ ラ ー ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 機 構） 

近江 源太郎（(一財)日本色彩研究所） 

大田  登 （ロチェスター工科大学） 

太田 安雄 （東京医科大学） 

尾登 誠一 （東京藝術大学） 

垣田 玲子 （色彩講師） 

葛西 紀巳子（㈲色彩環境計画室） 

門田 真乍子（㈱カラー集団トータリア） 

北嶋 秀子 （主婦） 

木村  敦 （東京電機大学） 

國本 学史 （東京工芸大学/共立女子大学） 

後藤 雅宣 （千葉大学） 

小町谷 朝生（（一社）日本流行色協会） 

齋藤 美穂  （早稲田大学） 

斎藤 了一  （千葉大学） 

坂本  隆  （（独法）産業技術総合研究所） 

佐川  賢  （日本女子大学） 

 

 

 

城  一夫  （共立女子短期大学） 

鈴木 香穂里（インテリアコーディネート業） 

鈴木 卓治 （国立歴史民俗博物館） 

高松 智子 （Universal Color Institute International） 

竹下 友美  （DICカラーデザイン㈱） 

田中 法博 （長野大学） 

都外川 八恵（Cocolor, ココカラー） 

永田 泰弘 （カラーコンサルタント） 

名取 和幸 （(一財)日本色彩研究所） 

松家 雄一 （色彩教育研究者） 

松崎 雅則 （松崎生活デザイン研究所） 

溝上 陽子 （千葉大学大学院） 

光武 智子 （デザインコンサルタント） 

宮崎 敬子 （Color  Station） 

望月 登志子（日本女子大学） 

山本 早里 （筑波大学） 

吉川 拓伸 （㈱資生堂） 

 

 

理 事（６名） 大関  徹  文化学園大学 

 篠田 博之  立命館大学  

 須長 正治  九州大学 

  羽成 隆司  椙山女学園大学 

 堀内 隆彦  千葉大学大学院 

 棟方 明博  元㈱資生堂 
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関西支部(47名) 

新 任 

石田 泰一郎（京都大学） 

板谷 梨代 （㈱西井塗料産業） 

岡本 幾子 （大阪教育大学） 

奥田 紫乃 （同志社女子大学） 

尾中 泰雄 （㈱研彩館インターナショナル） 

河本 健一郎（川崎医療福祉大学） 

北岡 明佳 （立命館大学） 

近藤 桂司 （福山市立大学） 

酒井 英樹 （大阪市立大学） 

佐藤 昌子 （元 畿央大学） 

澤  一寛 （㈱日本カラーテクノロジー研究所） 

篠森 敬三 （高知工科大学） 

嶋津 茂昭 （㈱かしなシステム） 

 

 

 

 

 

須田 勝仁 （元 大阪大谷大学短期大学部） 

辻埜 孝之 （㈲辻埜プランニングオフィス） 

徳永 留美 （立命館大学） 

冨田 圭子 （近畿大学） 

中澤 祐子 （大阪成蹊女子短期大学） 

中野 由子 （住友化学㈱） 

鳴瀬 一彦 （コニカミノルタ㈱） 

西  省吾 （大阪電気通信大学） 

原  直也 （関西大学） 

藤田 理恵子（イデア藤田理恵子企画室） 

松田 博子 （カ ラ ー コ ン サ ル タ ン ト ス タ ジ オ） 

山本 暁美 （atelier MARIFU） 

  

留 任 

浅場 尚郎 （日本ペイント㈱） 

飯島 祥二 （琉球大学） 

池田 尊司 （大阪大学） 

内田 洋子 （倉敷市立短期大学） 

大谷 貴美子（京都府立大学大学院） 

大野 治代 （大手前大学） 

柏崎 英徳 （福岡工業大学） 

片山 一郎 （近畿大学） 

木目 祥子 （㈱プリオリコスメ） 

神農 悠聖 （大手前大学） 

坂上 ちえ子（鹿児島県立短期大学） 

 

 

 

柴野 晶子 （ＥＬＢＡ ＤＥＳＩＧＮ） 
高田 瑠美子（色彩講師） 

谷口 みゆき（㈱日本カラーテクノロジー研究所） 

田村 繁治 （（独法）産業技術総合研究所） 

中川  貴 （福岡工業大学） 

中村 妙子 （奈良佐保短期大学） 

能口 さちこ（㈱アートカラー） 

宮本 雅子 （滋賀県立大学） 

森本 一成 （京都工芸繊維大学） 

安永 英彦 （宇部フロンティア大学） 

山下 明美 （岡山県立大学）

 

 

東海支部(30名) 

新 任

市場 丈規  （Color Lab. For full Life） 

稲垣 卓造 （大同大学） 

大竹 昌幸 （東海支部顧問） 

河合 由美子 （由布衣工房） 

神作  博 （中京大学） 

嶋崎 裕志 （太成学院大学） 

住吉 佳子 （ANGEL PALETTE） 

祖父江 由美子（アトリエトリコロール） 

 

 

多田 真奈美 （㈱シック） 

冨本 いちこ （カラーコレクション） 

新美 浩二  （㈱LIXIL） 

萩原 康予  （OSTC） 

疋田 千枝  （c-color） 

宮崎 浩司  （㈱Deto） 

鷲津 かの子 （名古屋学芸大学） 

 

 
留 任 

石原 久代 (名古屋学芸大学) 

稲垣 有美子(パ ー ソ ナ ル カ ラ ー ス タ ジ オ 彩 花) 

荏原 温子 (花・色・デザイン研究所) 

大岩  久 (コニカミノルタ㈱) 

久保 千穂 (豊田合成㈱) 

小島 智子 (総合学園ヒューマン・アカデミー) 

近藤 ひろみ(色彩案内) 

菅  育子 (スタジオ クロマート) 

 

 

 

ながなわ 久子 (カラーブリリアント) 

名倉  潤  (日本街路灯製造㈱) 

名張 淑子  (㈲マナクリエイト) 

原田 昌幸  (名古屋市立大学) 

山縣 亮介  (名古屋学芸大学) 

山岸 未沙子 ((独法)国立長寿医療研究センター) 

山中 マキ  (M's色彩設計室) 

 

 

第7号議案 支部 事業/収支報告及び事業/収支計画 
 

  1. 関東支部 

  2. 関西支部 

  3. 東海支部            （後掲資料を参照のこと） 

 

 

第8号議案 名誉会員の推戴 
 

 理事会において，つぎの2名を本学会の名誉会員として本総会で推戴することに決定した． 

 

  正会員  久下 靖征（職業能力開発総合大学校 名誉教授） 

 

  正会員  森  嘉紀（金沢美術工芸大学 名誉教授） 

 

 

報告 日本色彩学会賞／功労賞／論文賞／論文奨励賞 審査報告 
 

○日本色彩学会賞／日本色彩学会功労賞審査報告 

 

 理事会において，本年度は該当者なしとすることを決定した． 

 

○日本色彩学会論文賞審査報告 

 理事会において，日本色彩学会論文賞審査委員会の推薦によりつぎの論文を2013年度日本色彩学会

論文賞とすることを決定した． 

 

  論文題目 ファンデーション塗布顔画像を用いたテカリ評価法 

  著  者 大槻理恵，引間理恵，坂巻 剛，富永昌治 

  掲 載 誌 日本色彩学会誌 第37巻 第2号 2013年 pp.113～123 

 

○日本色彩学会論文奨励賞審査報告 

 理事会において，日本色彩学会論文奨励賞審査委員会の推薦によりつぎの論文を2013年度日本色彩

学会論文奨励賞とすることを決定した． 

 

  論文題目 2型3色覚者のカテゴリカル色知覚における色の手がかりの役割 

  著  者 香川由佳里，矢口博久，溝上陽子 

掲 載 誌 日本色彩学会誌 第37巻 第2号 2013年 pp.103～112 

 

 

その他 
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関西支部(47名) 

新 任 

石田 泰一郎（京都大学） 

板谷 梨代 （㈱西井塗料産業） 

岡本 幾子 （大阪教育大学） 

奥田 紫乃 （同志社女子大学） 

尾中 泰雄 （㈱研彩館インターナショナル） 

河本 健一郎（川崎医療福祉大学） 

北岡 明佳 （立命館大学） 

近藤 桂司 （福山市立大学） 

酒井 英樹 （大阪市立大学） 

佐藤 昌子 （元 畿央大学） 

澤  一寛 （㈱日本カラーテクノロジー研究所） 

篠森 敬三 （高知工科大学） 

嶋津 茂昭 （㈱かしなシステム） 

 

 

 

 

 

須田 勝仁 （元 大阪大谷大学短期大学部） 

辻埜 孝之 （㈲辻埜プランニングオフィス） 

徳永 留美 （立命館大学） 

冨田 圭子 （近畿大学） 

中澤 祐子 （大阪成蹊女子短期大学） 

中野 由子 （住友化学㈱） 

鳴瀬 一彦 （コニカミノルタ㈱） 

西  省吾 （大阪電気通信大学） 

原  直也 （関西大学） 

藤田 理恵子（イデア藤田理恵子企画室） 

松田 博子 （カ ラ ー コ ン サ ル タ ン ト ス タ ジ オ） 

山本 暁美 （atelier MARIFU） 

  

留 任 

浅場 尚郎 （日本ペイント㈱） 

飯島 祥二 （琉球大学） 

池田 尊司 （大阪大学） 

内田 洋子 （倉敷市立短期大学） 

大谷 貴美子（京都府立大学大学院） 

大野 治代 （大手前大学） 

柏崎 英徳 （福岡工業大学） 

片山 一郎 （近畿大学） 

木目 祥子 （㈱プリオリコスメ） 

神農 悠聖 （大手前大学） 

坂上 ちえ子（鹿児島県立短期大学） 

 

 

 

柴野 晶子 （ＥＬＢＡ ＤＥＳＩＧＮ） 
高田 瑠美子（色彩講師） 

谷口 みゆき（㈱日本カラーテクノロジー研究所） 

田村 繁治 （（独法）産業技術総合研究所） 

中川  貴 （福岡工業大学） 

中村 妙子 （奈良佐保短期大学） 

能口 さちこ（㈱アートカラー） 

宮本 雅子 （滋賀県立大学） 

森本 一成 （京都工芸繊維大学） 

安永 英彦 （宇部フロンティア大学） 

山下 明美 （岡山県立大学）

 

 

東海支部(30名) 

新 任

市場 丈規  （Color Lab. For full Life） 

稲垣 卓造 （大同大学） 

大竹 昌幸 （東海支部顧問） 

河合 由美子 （由布衣工房） 

神作  博 （中京大学） 

嶋崎 裕志 （太成学院大学） 

住吉 佳子 （ANGEL PALETTE） 

祖父江 由美子（アトリエトリコロール） 

 

 

多田 真奈美 （㈱シック） 

冨本 いちこ （カラーコレクション） 

新美 浩二  （㈱LIXIL） 

萩原 康予  （OSTC） 

疋田 千枝  （c-color） 

宮崎 浩司  （㈱Deto） 

鷲津 かの子 （名古屋学芸大学） 

 

 
留 任 

石原 久代 (名古屋学芸大学) 

稲垣 有美子(パ ー ソ ナ ル カ ラ ー ス タ ジ オ 彩 花) 

荏原 温子 (花・色・デザイン研究所) 

大岩  久 (コニカミノルタ㈱) 

久保 千穂 (豊田合成㈱) 

小島 智子 (総合学園ヒューマン・アカデミー) 

近藤 ひろみ(色彩案内) 

菅  育子 (スタジオ クロマート) 

 

 

 

ながなわ 久子 (カラーブリリアント) 

名倉  潤  (日本街路灯製造㈱) 

名張 淑子  (㈲マナクリエイト) 

原田 昌幸  (名古屋市立大学) 

山縣 亮介  (名古屋学芸大学) 

山岸 未沙子 ((独法)国立長寿医療研究センター) 

山中 マキ  (M's色彩設計室) 

 

 

第7号議案 支部 事業/収支報告及び事業/収支計画 
 

  1. 関東支部 

  2. 関西支部 

  3. 東海支部            （後掲資料を参照のこと） 

 

 

第8号議案 名誉会員の推戴 
 

 理事会において，つぎの2名を本学会の名誉会員として本総会で推戴することに決定した． 

 

  正会員  久下 靖征（職業能力開発総合大学校 名誉教授） 

 

  正会員  森  嘉紀（金沢美術工芸大学 名誉教授） 

 

 

報告 日本色彩学会賞／功労賞／論文賞／論文奨励賞 審査報告 
 

○日本色彩学会賞／日本色彩学会功労賞審査報告 

 

 理事会において，本年度は該当者なしとすることを決定した． 

 

○日本色彩学会論文賞審査報告 

 理事会において，日本色彩学会論文賞審査委員会の推薦によりつぎの論文を2013年度日本色彩学会

論文賞とすることを決定した． 

 

  論文題目 ファンデーション塗布顔画像を用いたテカリ評価法 

  著  者 大槻理恵，引間理恵，坂巻 剛，富永昌治 

  掲 載 誌 日本色彩学会誌 第37巻 第2号 2013年 pp.113～123 

 

○日本色彩学会論文奨励賞審査報告 

 理事会において，日本色彩学会論文奨励賞審査委員会の推薦によりつぎの論文を2013年度日本色彩

学会論文奨励賞とすることを決定した． 

 

  論文題目 2型3色覚者のカテゴリカル色知覚における色の手がかりの役割 

  著  者 香川由佳里，矢口博久，溝上陽子 

掲 載 誌 日本色彩学会誌 第37巻 第2号 2013年 pp.103～112 

 

 

その他 
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日本色彩学会 関東支部 

2014(平成 26)年度 総会資料 

2013（平成 25）年度 事業報告 

1．総会  

平成 25 年 3 月 30 日 慶應義塾大学三田キャンパス 
出席者 74 名（委任状含む） 

2．集会  

1) 講演会・シンポジウム・見学会・研究会など 

① 公開シンポジウム：光の色の不思議を究める 
（平成 25 年 3 月 30 日，慶應義塾大学 参加者 75 名） 

・講演 1：青色照明の効果：防犯灯と鉄道設置灯 
溝上陽子氏（千葉大学大学院） 

・講演 2：光の色とサーカディアンリズム 
岩田利枝氏（東海大学） 

・講演 3：青色光の眼に対する影響 

植田俊彦氏（昭和大学） 

・講演 4：光色の効果 鈴木恒男氏（慶應義塾大学） 

・総合討論：司会 渕田隆義氏（女子美術大学大学院） 

② 講演会：色からはじめるデザイン 
（平成 25 年 11 月 23 日，慶應義塾大学日吉キャンパス  

参加者 32 名） 
・講演 1：「カラーハンティング」がもたらす豊かな色彩世界 

藤原 大氏（㈱DAIFUJIWARA） 
・講演 2：「みずいろハンカチ」環境がもたらす色 

大嶋正人氏（東京工芸大学） 
・講演 3：「カラーユニバーサルデザイン」の世界 

伊賀公一氏（カラーユニバーサルデザイン機構） 
 

③ 視覚情報基礎研究会共催シンポジウム：「質感知覚とそ

の評価」～昔は感度，今は質感：色彩情報からクロス

モーダルな性質をもつ質感情報へ～ 
（平成 26 年 1 月 25 日，慶應義塾大学日吉キャンパス 

参加者 104 名） 
・講演 1：質感の心理学  鈴木恒男氏（慶應義塾大学） 
・講演 2：視覚情報から物体の経時変化を推定する高次

質感認知    岡嶋克典氏（横浜国立大学） 
・講演 3：化粧肌の質感の同定  

富永昌治氏（千葉大学） 
・講演 4：織物の質感再現 田中弘美氏（立命館大学） 
・講演 5：質感でたのしみ，つくり，つたえること 

小椋 肇氏（ソニー株式会社） 
・総合討論：司会 堀内隆彦氏（千葉大学） 

2) 本部事業運営 

① 日本色彩学会第 44 回全国大会［早稲田］’13 
(平成 25 年 5 月 25 日，26 日 早稲田大学早稲田キャン 
パス 参加者 369 名) 

 ・特別講演：心を持った機械は作れるか 
     橋本周司氏（早稲田大学副総長，理工学術院教授） 
 ・研究発表 90 件 

 ・企業展示 11 件 

3．役員 

支部長：小松原仁 
幹 事：荒木紀久子，井澤尚子，岩井彌，大住雅之， 

鹿目理恵子，武井昇，遠山令子，都外川八恵， 
成田イクコ，松井英幸，光武智子，宮崎敬子 

        東吉彦，大島未有希，平井経太，棟方明博 
監 事：松田陽子 
顧 問：北畠耀，久下靖征，小林光夫，小町谷朝生， 

鈴木恒男，永田泰弘，長谷川博士 

4．会議 

1) 関東支部役員会 

第 1 回：平成 25 年  6 月 7 日 (学会本部会議室) 
第 2 回：平成 25 年 07 月 30 日 (学会本部会議室) 
第 3 回：平成 25 年 09 月 24 日 (学会本部会議室) 
第 4 回：平成 25 年 11 月 23 日 (慶應義塾大学 日吉) 
第 5 回：平成 26 年  1 月 25 日 (慶應義塾大学 日吉) 
第 6 回：平成 26 年 03 月 29 日 (慶應義塾大学 三田) 

 2) 第 44 回全国大会実行委員会 

委員長：齋藤美穂 

副委員長：小松原仁  
委 員：荒木紀久子，井澤尚子，岩井彌，大住雅之，     

鹿目理恵子，北畠耀，久下靖征，小林光夫，    
小町谷朝生，坂本隆，鈴木恒男，武井昇，      
遠山令子，都外川八恵，永田泰弘，成田イクコ，

長谷川博士，堀内隆彦，松居辰則，松井英幸，

松田陽子，溝上陽子，光武智子，宮崎敬子，    
村松慶一，横井梓，若田忠之 

会 議： 
第 7 回：平成 25 年 05 月 15 日 (学会本部会議室) 
第 8 回：平成 25 年 06 月 19 日 (学会本部会議室) 

  5. 関東支部メールマガジン 

  EAST - COLOR newsletter No19～No23 全 5 回発行 

 

2013（平成 25）年度収支報告  

■収入の部          ［単位：円］ 

科 目 予 算 決算 

支部交付金 480,000  520,980 
 (支部運営費) (450,000) (400,000)
 (理事派遣費) (30,000)  (120,980)
支部大会参加費   162,000  195,000 
講座等参加費 225,000  296,500 
本部学術集会運営費(全国大会) 0  364,552 
本部教育普及事業運営費(基礎講座) 0  0 
雑収入 (雑収入・受取利息) 2,000  413 

単年度計 869,000  1,377,445 
前年度繰越金 2,187,475  2,187,475 
収入合計 3,056,475  3,564,920 

 

 

関東支部 

 

  

■支出の部          ［単位：円］ 

科 目 予 算 決算 

支部大会開催費 218,000  244,545 
講座開催費等 210,000  314,370 
会議費 230,000  175,082 
事務費    180,000  131,362 
理事派遣費 30,000  120,980 
雑費 1,000  15,960 

単年度計 869,000  1,002,299 
次年度繰越金 2,187,475  2,562,621 
支出合計 3,056,475  3,564,920 

 
監査報告  関東支部監事 松田陽子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014（平成 26）年度 事業計画 

1．総会  

平成 26 年 3 月 29 日 慶應義塾大学三田キャンパス 

2．集会  

1) 講演会・シンポジウム・見学会・研究会など 

① 関東支部大会 公開シンポジウム： 
色彩デザイン60年史：色彩は我々に何をもたらしたか，

これから何をもたらすのか 
（平成 26 年 3 月 29 日，慶應義塾大学） 

・セッション 1：パネリストによる講演 
色彩と文化の総論   大関 徹氏（文化学園大学） 
ファッションと色彩  山内 誠氏（日本ファッション協会） 
家電製品と色彩    中村祐二氏（自由学園） 

・セッション 2：総合討論   司会 北畠 耀氏 

② シンポジウム 1 回 

③ 講演会 1 回 

④ 見学会 1 回 

3. 会議 

① 関東支部役員会  6 回程度 
②その他，円滑な事業実施のために，必要に応じ委員会を

設置する． 

4. 関東支部メールマガジン 

 EAST - COLOR newsletter 発行(継続) 
 

2014（平成 26）年度収支計画 

■収入の部          ［単位：円］ 

科 目 26 年度予算 
支部交付金 550,000 
 (支部運営費) 400,000 
 (理事派遣費) 150,000 
支部大会参加費   100,000 
講座等参加費 300,000 
本部学術集会運営費 (全国大会) 0 
雑収入 (雑収入・受取利息) 1,000 

単年度計 951,000 
前年度繰越金 2,562,621 
収入合計 3,513,621 

 

■支出の部          ［単位：円］ 

科 目 26 年度予算 
支部大会開催費  110,000 
講座等開催費 261,000 
会議費 230,000 
事務費    180,000 
理事派遣費  150,000 
雑費 20,000 

単年度計 951,000 
次年度繰越金 2,562,621 
支出合計 3,513,621 

 

2014（平成 26）年度支部役員 

支部長  小松原  仁 日本色彩研究所 

幹 事  東   吉彦 東京工芸大学 
荒木紀久子 K's color design works 
井澤 尚子 東京家政学院大学 
岩井  彌 パナソニック 
大島未有希 群馬の color 風 
大住 雅之 オフィス・カラーサイエンス 
武井  昇 ポリテク群馬 
遠山 令子 群馬の color 風 
成田イクコ センスアップ・プランニング 
平井 経太 千葉大学 
光武 智子 デザインコンサルタント 
棟方 明博 

監 事  松田 陽子 Colour Institute MeMe／ミーム 

顧 問  北畠  耀 文化学園大学名誉教授 
久下 靖征 職業能力開発総合大学校名誉教授 
小町谷朝生 東京藝術大学名誉教授 
鈴木 恒男 慶應義塾大学 
永田 泰弘 カラーコンサルタント 
長谷川博士 UFFICIO COLORE 
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日本色彩学会 関東支部 

2014(平成 26)年度 総会資料 

2013（平成 25）年度 事業報告 

1．総会  

平成 25 年 3 月 30 日 慶應義塾大学三田キャンパス 
出席者 74 名（委任状含む） 

2．集会  

1) 講演会・シンポジウム・見学会・研究会など 

① 公開シンポジウム：光の色の不思議を究める 
（平成 25 年 3 月 30 日，慶應義塾大学 参加者 75 名） 

・講演 1：青色照明の効果：防犯灯と鉄道設置灯 
溝上陽子氏（千葉大学大学院） 

・講演 2：光の色とサーカディアンリズム 
岩田利枝氏（東海大学） 

・講演 3：青色光の眼に対する影響 

植田俊彦氏（昭和大学） 

・講演 4：光色の効果 鈴木恒男氏（慶應義塾大学） 

・総合討論：司会 渕田隆義氏（女子美術大学大学院） 

② 講演会：色からはじめるデザイン 
（平成 25 年 11 月 23 日，慶應義塾大学日吉キャンパス  

参加者 32 名） 
・講演 1：「カラーハンティング」がもたらす豊かな色彩世界 

藤原 大氏（㈱DAIFUJIWARA） 
・講演 2：「みずいろハンカチ」環境がもたらす色 

大嶋正人氏（東京工芸大学） 
・講演 3：「カラーユニバーサルデザイン」の世界 

伊賀公一氏（カラーユニバーサルデザイン機構） 
 

③ 視覚情報基礎研究会共催シンポジウム：「質感知覚とそ

の評価」～昔は感度，今は質感：色彩情報からクロス

モーダルな性質をもつ質感情報へ～ 
（平成 26 年 1 月 25 日，慶應義塾大学日吉キャンパス 

参加者 104 名） 
・講演 1：質感の心理学  鈴木恒男氏（慶應義塾大学） 
・講演 2：視覚情報から物体の経時変化を推定する高次

質感認知    岡嶋克典氏（横浜国立大学） 
・講演 3：化粧肌の質感の同定  

富永昌治氏（千葉大学） 
・講演 4：織物の質感再現 田中弘美氏（立命館大学） 
・講演 5：質感でたのしみ，つくり，つたえること 

小椋 肇氏（ソニー株式会社） 
・総合討論：司会 堀内隆彦氏（千葉大学） 

2) 本部事業運営 

① 日本色彩学会第 44 回全国大会［早稲田］’13 
(平成 25 年 5 月 25 日，26 日 早稲田大学早稲田キャン 
パス 参加者 369 名) 

 ・特別講演：心を持った機械は作れるか 
     橋本周司氏（早稲田大学副総長，理工学術院教授） 
 ・研究発表 90 件 

 ・企業展示 11 件 

3．役員 

支部長：小松原仁 
幹 事：荒木紀久子，井澤尚子，岩井彌，大住雅之， 

鹿目理恵子，武井昇，遠山令子，都外川八恵， 
成田イクコ，松井英幸，光武智子，宮崎敬子 

        東吉彦，大島未有希，平井経太，棟方明博 
監 事：松田陽子 
顧 問：北畠耀，久下靖征，小林光夫，小町谷朝生， 

鈴木恒男，永田泰弘，長谷川博士 

4．会議 

1) 関東支部役員会 

第 1 回：平成 25 年  6 月 7 日 (学会本部会議室) 
第 2 回：平成 25 年 07 月 30 日 (学会本部会議室) 
第 3 回：平成 25 年 09 月 24 日 (学会本部会議室) 
第 4 回：平成 25 年 11 月 23 日 (慶應義塾大学 日吉) 
第 5 回：平成 26 年  1 月 25 日 (慶應義塾大学 日吉) 
第 6 回：平成 26 年 03 月 29 日 (慶應義塾大学 三田) 

 2) 第 44 回全国大会実行委員会 

委員長：齋藤美穂 

副委員長：小松原仁  
委 員：荒木紀久子，井澤尚子，岩井彌，大住雅之，     

鹿目理恵子，北畠耀，久下靖征，小林光夫，    
小町谷朝生，坂本隆，鈴木恒男，武井昇，      
遠山令子，都外川八恵，永田泰弘，成田イクコ，

長谷川博士，堀内隆彦，松居辰則，松井英幸，

松田陽子，溝上陽子，光武智子，宮崎敬子，    
村松慶一，横井梓，若田忠之 

会 議： 
第 7 回：平成 25 年 05 月 15 日 (学会本部会議室) 
第 8 回：平成 25 年 06 月 19 日 (学会本部会議室) 

  5. 関東支部メールマガジン 

  EAST - COLOR newsletter No19～No23 全 5 回発行 

 

2013（平成 25）年度収支報告  

■収入の部          ［単位：円］ 

科 目 予 算 決算 

支部交付金 480,000  520,980 
 (支部運営費) (450,000) (400,000)
 (理事派遣費) (30,000)  (120,980)
支部大会参加費   162,000  195,000 
講座等参加費 225,000  296,500 
本部学術集会運営費(全国大会) 0  364,552 
本部教育普及事業運営費(基礎講座) 0  0 
雑収入 (雑収入・受取利息) 2,000  413 

単年度計 869,000  1,377,445 
前年度繰越金 2,187,475  2,187,475 
収入合計 3,056,475  3,564,920 

 

 

関東支部 

 

  

■支出の部          ［単位：円］ 

科 目 予 算 決算 

支部大会開催費 218,000  244,545 
講座開催費等 210,000  314,370 
会議費 230,000  175,082 
事務費    180,000  131,362 
理事派遣費 30,000  120,980 
雑費 1,000  15,960 

単年度計 869,000  1,002,299 
次年度繰越金 2,187,475  2,562,621 
支出合計 3,056,475  3,564,920 

 
監査報告  関東支部監事 松田陽子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014（平成 26）年度 事業計画 

1．総会  

平成 26 年 3 月 29 日 慶應義塾大学三田キャンパス 

2．集会  

1) 講演会・シンポジウム・見学会・研究会など 

① 関東支部大会 公開シンポジウム： 
色彩デザイン60年史：色彩は我々に何をもたらしたか，

これから何をもたらすのか 
（平成 26 年 3 月 29 日，慶應義塾大学） 

・セッション 1：パネリストによる講演 
色彩と文化の総論   大関 徹氏（文化学園大学） 
ファッションと色彩  山内 誠氏（日本ファッション協会） 
家電製品と色彩    中村祐二氏（自由学園） 

・セッション 2：総合討論   司会 北畠 耀氏 

② シンポジウム 1 回 

③ 講演会 1 回 

④ 見学会 1 回 

3. 会議 

① 関東支部役員会  6 回程度 
②その他，円滑な事業実施のために，必要に応じ委員会を

設置する． 

4. 関東支部メールマガジン 

 EAST - COLOR newsletter 発行(継続) 
 

2014（平成 26）年度収支計画 

■収入の部          ［単位：円］ 

科 目 26 年度予算 
支部交付金 550,000 
 (支部運営費) 400,000 
 (理事派遣費) 150,000 
支部大会参加費   100,000 
講座等参加費 300,000 
本部学術集会運営費 (全国大会) 0 
雑収入 (雑収入・受取利息) 1,000 

単年度計 951,000 
前年度繰越金 2,562,621 
収入合計 3,513,621 

 

■支出の部          ［単位：円］ 

科 目 26 年度予算 
支部大会開催費  110,000 
講座等開催費 261,000 
会議費 230,000 
事務費    180,000 
理事派遣費  150,000 
雑費 20,000 

単年度計 951,000 
次年度繰越金 2,562,621 
支出合計 3,513,621 

 

2014（平成 26）年度支部役員 

支部長  小松原  仁 日本色彩研究所 

幹 事  東   吉彦 東京工芸大学 
荒木紀久子 K's color design works 
井澤 尚子 東京家政学院大学 
岩井  彌 パナソニック 
大島未有希 群馬の color 風 
大住 雅之 オフィス・カラーサイエンス 
武井  昇 ポリテク群馬 
遠山 令子 群馬の color 風 
成田イクコ センスアップ・プランニング 
平井 経太 千葉大学 
光武 智子 デザインコンサルタント 
棟方 明博 

監 事  松田 陽子 Colour Institute MeMe／ミーム 

顧 問  北畠  耀 文化学園大学名誉教授 
久下 靖征 職業能力開発総合大学校名誉教授 
小町谷朝生 東京藝術大学名誉教授 
鈴木 恒男 慶應義塾大学 
永田 泰弘 カラーコンサルタント 
長谷川博士 UFFICIO COLORE 
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日本色彩学会関西支部平成25年度事業および会計報告等

1．平成25年度事業報告
（１）役員
＊支部長　藤田理恵子　
＊支部顧問（名誉会員及び元会長･副会長･支部長）：池田光男，浦畑俊博，栗岡 豊，近藤恒夫，佐藤昌子，側垣博
明，宮崎 集，村田幸男，山中俊夫，石田泰一郎，大野治代，苧阪直行，須田勝仁，富永昌治
＊幹事役員：浅場尚郎，石川典夫，内田洋子，江藤容子，大井尚行，大谷貴美子，大谷芳夫，岡本幾子，片山一郎，
加藤 誠，河本健一郎，木目祥子，近藤桂司，酒井英樹，坂上ちえ子，澤 一寛，篠田博之，柴野晶子，嶋津茂昭，
須長正治，高田瑠美子，辻埜孝之，土居元紀，徳永留美，冨田圭子，豊原正智，中川 貴，中澤祐子，中野由子，
中村妙子，鳴瀬一彦，西 省吾，能口祥子，橋本健次郎，松田博子，森本一成，山下明美，吉村耕治

＊光学五学会幹事：西 省吾，高田瑠美子　　＊監事（会計監査）：佐藤昌子，須田勝仁

（２）関西支部総会

2014（平成26）年3月8日（土）大阪市立大学文化交流センターホール

（３）会議
＊関西支部役員会：６回開催　①平成25年6月17日　②平成25年7月30日 ③平成25年9月28日　④平成25年11月30日　
⑤平成26年1月24日　⑥平成26年4月11日　＜③は九州大学で開催，その他は大阪市立大学文化交流センターなど＞
＊大会実行委員会：４回開催　①平成25年7月30日　②平成25年9月28日　③平成25年11月30日　④平成26年1月24日　
＜②は九州大学で開催，その他は大阪市立大学文化交流センターなど＞
＊九州色彩ネットワーク運営委員会：６回開催　①平成25年5月18日　②平成25年7月13日　③平成25年9月14日
④平成25年11月9日　⑤平成26年1月11日　⑥ 平成26年3月14日　＜西井塗料産業本社，福岡工業大学＞

（４）事業等

１）九州色彩ネットワーク：

＊「カラーデザインペイントワークショップ」平成25年8月24日＜西井塗料産業本社＞　

＊「第2回宮崎景観まちづくり教室」平成25年10月22日＜宮崎県企業局ビル県電ホール＞―後援イベント―　

＊「九州色彩ネットワーク総会」平成26年3月22日＜福岡工業大学＞　

２）第18回色彩基礎セミナー：平成26年3月1日「色彩教材を作る：LED素子を使ったRGB混色装置」

講師：酒井英樹氏（大阪市立大学）＜大阪市立大学文化交流センター＞
３）第16回カラーコーディネーターシンポジウム：平成26年3月8日「見せる戦略VMD（ビジュアルマーチャンダ　
イジング）」講師：篠田博之氏（立命館大学） 大島厚子氏（VMDコーディネーター）＜大阪市立大学文化交
流センター＞

４）第47回光学五学会関西支部連合講演会：平成25年12月7日「大規模光情報の未来」＜大光電機ショールーム（大阪）＞

＊「スペクトル整合イメージング技術」来海 暁氏（大阪電気通信大学）

＊「ホログラフィが可能にする高速度ならびに超高速度3次元動画記録・計測技術」粟辻安浩氏（京都工芸繊維大学）

＊「計算機シミュレーションとデータ可視化」陰山 聡氏（神戸大学）

＊「超高速ミリ波・テラヘルツ無線通信を実現する光ファイバ無線技術」菅野敦史氏（情報通信研究機構）

５）日本色彩学会第45回全国大会［福岡］'14諸準備：＜2014/5/23～25 九州大学大橋キャンパスにて開催予定＞　

2．平成25年度会計報告

収 入　　　　　　　予 算 決 算 支 出 予 算 決 算

前期繰越金　　　　　　　　 118,727-   118,727-      会議費 170,000- 146,765-

支部交付金（理事派遣費を含む） 800,000- 959,740- 理事派遣費 450,000- 609,740-

セミナー＆シンポジウム参加費 500,000-    401,000- 庶務費 180,000- 101,000-

九州色彩ネットワーク・事業収入 255,180-    177,180-      関西支部事務委託費 120,000- 120,000-
（前期繰越金を含む，ただし期の途中で予算修正があった） セミナー＆シンポジウム開催費 300,000- 315,185-

光学五学会分担金返金　　　 20,000- 19,862-     九州色彩ネットワーク・事業支出 255,180- 177,180-

雑収入　　　　　　　　　　　　　　0- 7,240-     （次期繰越金を含む，ただし期の途中で予算修正があった）

利子　　　　　　　　　　　　　　　0- 32-     光学五学会分担金 50,000- 50,000-

次期繰越金 168,727- 163,911-

合 計 1,693,907- 1,683,781- 合 計 1,693,907- 1,683,781-

監査：関西支部顧問　佐藤昌子

関西支部

単位：円
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3．平成26年度事業計画
（１）役員

＊支部長：吉村耕治

＊支部顧問（名誉会員及び元会長･副会長･支部長）：池田光男，浦畑俊博，栗岡 豊，近藤恒夫，佐藤昌子，側垣博

明，宮崎 集，村田幸男，山中俊夫，石田泰一郎，大野治代，苧阪直行，須田勝仁，富永昌治，藤田理恵子

＊幹事役員：浅場尚郎，石川典夫，内田洋子，江藤容子，大井尚行，大谷貴美子，大谷芳夫，岡本幾子，片山一郎，

加藤 誠，河本健一郎，木目祥子，近藤桂司，酒井英樹，坂上ちえ子，澤 一寛，篠田博之，柴野晶子，嶋津茂昭，

須長正治，高田瑠美子，辻埜孝之，土居元紀，徳永留美，冨田圭子，豊原正智，中川 貴，中澤祐子，中野由子，

中村妙子，鳴瀬一彦，西 省吾，能口祥子，橋本健次郎，松田博子，森本一成，山下明美　ほか若干名

＊光学五学会幹事：高田瑠美子，酒井英樹　　＊監事（会計監査）：佐藤昌子，須田勝仁

（２）関西支部総会

開催予定

（３）会議

＊関西支部役員会------６回程度開催

＊各種実行委員会------適宜開催

（４）事業等

１）日本色彩学会第45回全国大会

２）平成26年度関西支部大会

３）九州色彩ネットワーク　総会等　

４）第19回色彩基礎セミナー

５）第17回カラーコーディネーターシンポジウム

６）第48回光学五学会関西支部連合講演会

７）その他

4．平成26年度予算

収 入　　　　　　　予 算 決 算 支 出 予 算 決 算

前期繰越金　　　　　　　　 163,911-   会議費 170,000-

支部交付金（理事派遣費を含む） 700,000- 理事派遣費 400,000-

セミナー＆シンポジウム参加費 500,000-    庶務費 180,000-

九州色彩ネットワーク・事業収入 184,180-                     関西支部事務委託費 120,000-
（前期繰越金を含む） セミナー＆シンポジウム開催費 320,000-

関西支部大会参加費　　　　 120,000- 九州色彩ネットワーク・事業支出 184,180-    

光学五学会分担金返金　　　 20,000-                  （次期繰越金を含む）

関西支部大会開催費　　　　 100,000-

光学五学会分担金 50,000-

次期繰越金 163,911-

合 計 1,688,091- 合 計 1,688,091-

日本色彩学会関西支部平成25年度事業および会計報告等

1．平成25年度事業報告
（１）役員
＊支部長　藤田理恵子　
＊支部顧問（名誉会員及び元会長･副会長･支部長）：池田光男，浦畑俊博，栗岡 豊，近藤恒夫，佐藤昌子，側垣博
明，宮崎 集，村田幸男，山中俊夫，石田泰一郎，大野治代，苧阪直行，須田勝仁，富永昌治
＊幹事役員：浅場尚郎，石川典夫，内田洋子，江藤容子，大井尚行，大谷貴美子，大谷芳夫，岡本幾子，片山一郎，
加藤 誠，河本健一郎，木目祥子，近藤桂司，酒井英樹，坂上ちえ子，澤 一寛，篠田博之，柴野晶子，嶋津茂昭，
須長正治，高田瑠美子，辻埜孝之，土居元紀，徳永留美，冨田圭子，豊原正智，中川 貴，中澤祐子，中野由子，
中村妙子，鳴瀬一彦，西 省吾，能口祥子，橋本健次郎，松田博子，森本一成，山下明美，吉村耕治

＊光学五学会幹事：西 省吾，高田瑠美子　　＊監事（会計監査）：佐藤昌子，須田勝仁

（２）関西支部総会

2014（平成26）年3月8日（土）大阪市立大学文化交流センターホール

（３）会議
＊関西支部役員会：６回開催　①平成25年6月17日　②平成25年7月30日 ③平成25年9月28日　④平成25年11月30日　
⑤平成26年1月24日　⑥平成26年4月11日　＜③は九州大学で開催，その他は大阪市立大学文化交流センターなど＞

＊大会実行委員会：４回開催　①平成25年7月30日　②平成25年9月28日　③平成25年11月30日　④平成26年1月24日　
＜②は九州大学で開催，その他は大阪市立大学文化交流センターなど＞

＊九州色彩ネットワーク運営委員会：６回開催　①平成25年5月18日　②平成25年7月13日　③平成25年9月14日
④平成25年11月9日　⑤平成26年1月11日　⑥ 平成26年3月14日　＜西井塗料産業本社，福岡工業大学＞

（４）事業等

１）九州色彩ネットワーク：

＊「カラーデザインペイントワークショップ」平成25年8月24日＜西井塗料産業本社＞　

＊「第2回宮崎景観まちづくり教室」平成25年10月22日＜宮崎県企業局ビル県電ホール＞―後援イベント―　

＊「九州色彩ネットワーク総会」平成26年3月22日＜福岡工業大学＞　

２）第18回色彩基礎セミナー：平成26年3月1日「色彩教材を作る：LED素子を使ったRGB混色装置」

講師：酒井英樹氏（大阪市立大学）＜大阪市立大学文化交流センター＞
３）第16回カラーコーディネーターシンポジウム：平成26年3月8日「見せる戦略VMD（ビジュアルマーチャンダ　
イジング）」講師：篠田博之氏（立命館大学） 大島厚子氏（VMDコーディネーター）＜大阪市立大学文化交
流センター＞

４）第47回光学五学会関西支部連合講演会：平成25年12月7日「大規模光情報の未来」＜大光電機ショールーム（大阪）＞

＊「スペクトル整合イメージング技術」来海 暁氏（大阪電気通信大学）

＊「ホログラフィが可能にする高速度ならびに超高速度3次元動画記録・計測技術」粟辻安浩氏（京都工芸繊維大学）

＊「計算機シミュレーションとデータ可視化」陰山 聡氏（神戸大学）

＊「超高速ミリ波・テラヘルツ無線通信を実現する光ファイバ無線技術」菅野敦史氏（情報通信研究機構）

５）日本色彩学会第45回全国大会［福岡］'14諸準備：＜2014/5/23～25 九州大学大橋キャンパスにて開催予定＞　

2．平成25年度会計報告

収 入　　　　　　　予 算 決 算 支 出 予 算 決 算

前期繰越金　　　　　　　　 118,727-   118,727-      会議費 170,000- 146,765-

支部交付金（理事派遣費を含む） 800,000- 959,740- 理事派遣費 450,000- 609,740-

セミナー＆シンポジウム参加費 500,000-    401,000- 庶務費 180,000- 101,000-

九州色彩ネットワーク・事業収入 255,180-    177,180-      関西支部事務委託費 120,000- 120,000-
（前期繰越金を含む，ただし期の途中で予算修正があった） セミナー＆シンポジウム開催費 300,000- 315,185-

光学五学会分担金返金　　　 20,000- 19,862-     九州色彩ネットワーク・事業支出 255,180- 177,180-

雑収入　　　　　　　　　　　　　　0- 7,240-     （次期繰越金を含む，ただし期の途中で予算修正があった）

利子　　　　　　　　　　　　　　　0- 32-     光学五学会分担金 50,000- 50,000-

次期繰越金 168,727- 163,911-

合 計 1,693,907- 1,683,781- 合 計 1,693,907- 1,683,781-

監査：関西支部顧問　佐藤昌子

関西支部

単位：円
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日本色彩学会東海支部 平成 25 年度報告及び平成成 26 年度計画 

【議案１：平成 25 年度事業報告】

１．役員

支 部 長：山羽和夫

顧 問：神作博，大竹昌幸，比嘉俊太郎，嶋崎裕志

役 員：池田典弘，石原久代，市場丈規，大岩久人，川澄未来子，久保千穂，下川美知瑠，鈴木敬明，高橋

晋也，中村信次，新美浩二，西村政信，橋本令子，羽成隆司，林英光，原田昌幸，森俊夫，山縣亮介，

山岸未沙子

オブザーバー：久野 覚，小林龍祐，木本晴夫

２．平成 25 年度支部総会

平成 25 年 3 月 17 日(日) 名古屋市立大学・北千種キャンパス芸術工学棟 1F M101 教室

３．役員会

第１回：平成 25 年 6 月 1 日(土) 日本福祉大学・名古屋キャンパス

第２回：平成 25 年 10 月 5 日(土) 椙山女学園大学・星ヶ丘キャンパス

第３回：平成 25 年 12 月 15 日(日) 名古屋大学・東山キャンパス

第４回：平成 26 年 1 月 25 日(土) 名古屋学芸大学・本館

第５回：平成 26 年 3 月 15 日(土) 名城大学・名城大学名駅サテライト

４． 事 業

(1) 講演会

平成 25 年 12 月 15 日(日) 名古屋大学・東山キャンパス  ［参加者：76 名］

「色の錯視いろいろ」

北岡明佳氏（立命館大学文学部）

(2) 研究会

第１回：平成 25 年 6 月 1 日(土)  日本福祉大学・名古屋キャンパス ［参加者：20 名］

「疲れを色彩で表現する ―車いすナビの経路表示法―」 辻紘良 氏 （愛知淑徳大学人間情報学部）

第 2 回：平成 25 年 10 月 5 日(土) 椙山女学園大学・星ヶ丘キャンパス［参加者：110 名］

「高齢者のための照明条件に関する色温度の影響」 山岸未沙子 氏（(独) 国立長寿医療研究センター）

「布地における汚れの目立ち感に関与する色彩要因の検討」鷲津かの子 氏（名古屋学芸大学）

(3) 第 10 回東海ヤングセミナー

 平成 26 年 3 月 15 日(土) 名城大学・名駅サテライト ［参加者：31 名］ （敬称略）

五十嵐亜耶（岐阜女子大学 家政学部生活科学科）「綿、羊毛および絹織物の色柄の色彩感情と色柄による素

材判別」

淺海真弓（大阪樟蔭女子大学）「リンクルしわの見えに及ぼす色柄模様の影響」

山田季新来（色彩講師）「CDジャケットの色彩と色からイメージする音楽」

加藤克哉（名城大学理工学部情報工学科）「ナースコール廊下灯における点灯色と緊急感との関係の検討」

梅田智仁（名城大学理工学部情報工学科）「インターホン通電表示灯の色嗜好に関する検討」

安國陽介（名城大学理工学部情報工学科）「車いすの移動負担量に基づく心理的色彩量推定モデルの検討」

(4) 講習会

平成 26 年 1 月 25 日(土) 名古屋学芸大学メディア造形学部 C 棟 MCB210［参加者：20 名］

「デジタルカメラできれい撮り 〜初級者から中級者へ〜 」

西宮 正明氏（名古屋学芸大学 教授/映像作家）

小山 智大氏（名古屋学芸大学 講師）

(5) 見学会

平成 25 年 7 月 27 日(土) 「飛騨古川の彩り－日本の伝統文化と風景を訪ねる－」［参加者：12 名］

(6) 支部交流会

平成 25 年 3 月 17 日(日) 名古屋市立大学・北千種キャンパス［参加者：21 名］

(7) 協賛・共催・後援

（協賛）

・「色材セミナー2014／デジタル技術の塗装・染色および 3D ものづくりへの応用」

(主催：(社)色材協会中部支部) 平成 26 年 3 月 26 日(火) 名古屋市工業研究所

(8) その他

東海支部

東海支部

 

 ｢日本色彩学会 東海支部だより No.16｣発行 (平成 25 年 5 月)

【議案２：平成 25 年度会計報告】

                                                                            [単位：円] 

収入の部 支出の部

前年度からの繰越金 426,000 講師謝礼等 98,000 
平成25年度支部交付金

（内訳：支部交付金250,000円※，理事

会派遣費234,820 円）

484,820 事業費 141,105 

見学会参加費 35,000 会議費 26,064 
講演会参加費 7,000 通信費 58,070 
講習会参加費 14,000 庶務費 51,326 
利息 52 理事会派遣費 234,820 

次年度繰越金 356,487 

合 計 965,872 合 計 965,872
※H25 支部総会当初の予算計画では 30 万円であったが、25 万円に減額された           監査報告：林英光

【議案３：平成 26 年度事業計画案】

１．役員

支 部 長：中村信次（但し、海外研修中のため、9 月までは現・山羽和夫支部長が代行）

顧  問：神作博，大竹昌幸，比嘉俊太郎，嶋崎裕志

役  員：池田典弘，石原久代，市場丈規，大岩久人，川澄未来子，久保千穂，下川美知瑠，鈴木敬明，高橋

晋也，新美浩二，橋本雅好，橋本令子，羽成隆司，林英光，原田昌幸，山縣亮介（事務局），山岸未沙

子，山羽和夫，鷲津かの子

オブザーバー：久野 覚，小林龍祐，木本晴夫

２．事業計画

 (1) 平成 26 年度支部総会：平成 26 年 3 月 15 日

(土)開催 (名城大学・名城大学名駅サテライト)
 (2) 役員会６回

 (3) 講演会１回

 (4) 研究会２回

 (5) 第 11 回東海ヤングセミナー

 (6) 見学会１回

 (7) 講習会１回

 (8) 東海支部研究プロジェクト活動助成

(9) 支部交流会

 (10) その他 ｢日本色彩学会 東海支部だより

No.17｣発行

【議案４：平成 26 年度予算案】

                                                                     ［単位：円］ 

収入の部 支出の部

前年度からの繰越金 356,487 講師謝礼等   100,000 
平成26年度支部交付金

(支部交付金250,000円，理事会派遣費300,000
円)

550,000 事業費   140,000 

講習会参加費 20,000 会議費    30,000 
見学会参加費 40,000 通信費   60,000 
講演会・研究会非会員参加費 10,000 庶務費    50,000 
             理事会派遣費 300,000 

予備費 296,487 

合 計 976,487 合 計 976,487

【その他（報告）】

・報告事項；支部行事の DM の電子メール化；

→H24 年度から順次依頼。H25 年度末の時点で約 2/3（120 名程度）が電子メールで案内。
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日本色彩学会東海支部 平成 25 年度報告及び平成成 26 年度計画 

【議案１：平成 25 年度事業報告】

１．役員

支 部 長：山羽和夫

顧 問：神作博，大竹昌幸，比嘉俊太郎，嶋崎裕志

役 員：池田典弘，石原久代，市場丈規，大岩久人，川澄未来子，久保千穂，下川美知瑠，鈴木敬明，高橋

晋也，中村信次，新美浩二，西村政信，橋本令子，羽成隆司，林英光，原田昌幸，森俊夫，山縣亮介，

山岸未沙子

オブザーバー：久野 覚，小林龍祐，木本晴夫

２．平成 25 年度支部総会

平成 25 年 3 月 17 日(日) 名古屋市立大学・北千種キャンパス芸術工学棟 1F M101 教室

３．役員会

第１回：平成 25 年 6 月 1 日(土) 日本福祉大学・名古屋キャンパス

第２回：平成 25 年 10 月 5 日(土) 椙山女学園大学・星ヶ丘キャンパス

第３回：平成 25 年 12 月 15 日(日) 名古屋大学・東山キャンパス

第４回：平成 26 年 1 月 25 日(土) 名古屋学芸大学・本館

第５回：平成 26 年 3 月 15 日(土) 名城大学・名城大学名駅サテライト

４． 事 業

(1) 講演会

平成 25 年 12 月 15 日(日) 名古屋大学・東山キャンパス  ［参加者：76 名］

「色の錯視いろいろ」

北岡明佳氏（立命館大学文学部）

(2) 研究会

第１回：平成 25 年 6 月 1 日(土)  日本福祉大学・名古屋キャンパス ［参加者：20 名］

「疲れを色彩で表現する ―車いすナビの経路表示法―」 辻紘良 氏 （愛知淑徳大学人間情報学部）

第 2 回：平成 25 年 10 月 5 日(土) 椙山女学園大学・星ヶ丘キャンパス［参加者：110 名］

「高齢者のための照明条件に関する色温度の影響」 山岸未沙子 氏（(独) 国立長寿医療研究センター）

「布地における汚れの目立ち感に関与する色彩要因の検討」鷲津かの子 氏（名古屋学芸大学）

(3) 第 10 回東海ヤングセミナー

 平成 26 年 3 月 15 日(土) 名城大学・名駅サテライト ［参加者：31 名］ （敬称略）

五十嵐亜耶（岐阜女子大学 家政学部生活科学科）「綿、羊毛および絹織物の色柄の色彩感情と色柄による素

材判別」

淺海真弓（大阪樟蔭女子大学）「リンクルしわの見えに及ぼす色柄模様の影響」

山田季新来（色彩講師）「CDジャケットの色彩と色からイメージする音楽」

加藤克哉（名城大学理工学部情報工学科）「ナースコール廊下灯における点灯色と緊急感との関係の検討」

梅田智仁（名城大学理工学部情報工学科）「インターホン通電表示灯の色嗜好に関する検討」

安國陽介（名城大学理工学部情報工学科）「車いすの移動負担量に基づく心理的色彩量推定モデルの検討」

(4) 講習会

平成 26 年 1 月 25 日(土) 名古屋学芸大学メディア造形学部 C 棟 MCB210［参加者：20 名］

「デジタルカメラできれい撮り 〜初級者から中級者へ〜 」

西宮 正明氏（名古屋学芸大学 教授/映像作家）

小山 智大氏（名古屋学芸大学 講師）

(5) 見学会

平成 25 年 7 月 27 日(土) 「飛騨古川の彩り－日本の伝統文化と風景を訪ねる－」［参加者：12 名］

(6) 支部交流会

平成 25 年 3 月 17 日(日) 名古屋市立大学・北千種キャンパス［参加者：21 名］

(7) 協賛・共催・後援

（協賛）

・「色材セミナー2014／デジタル技術の塗装・染色および 3D ものづくりへの応用」

(主催：(社)色材協会中部支部) 平成 26 年 3 月 26 日(火) 名古屋市工業研究所

(8) その他

東海支部

東海支部

 

 ｢日本色彩学会 東海支部だより No.16｣発行 (平成 25 年 5 月)

【議案２：平成 25 年度会計報告】

                                                                            [単位：円] 

収入の部 支出の部

前年度からの繰越金 426,000 講師謝礼等 98,000 
平成25年度支部交付金

（内訳：支部交付金250,000円※，理事

会派遣費234,820 円）

484,820 事業費 141,105 

見学会参加費 35,000 会議費 26,064 
講演会参加費 7,000 通信費 58,070 
講習会参加費 14,000 庶務費 51,326 
利息 52 理事会派遣費 234,820 

次年度繰越金 356,487 

合 計 965,872 合 計 965,872
※H25 支部総会当初の予算計画では 30 万円であったが、25 万円に減額された           監査報告：林英光

【議案３：平成 26 年度事業計画案】

１．役員

支 部 長：中村信次（但し、海外研修中のため、9 月までは現・山羽和夫支部長が代行）

顧  問：神作博，大竹昌幸，比嘉俊太郎，嶋崎裕志

役  員：池田典弘，石原久代，市場丈規，大岩久人，川澄未来子，久保千穂，下川美知瑠，鈴木敬明，高橋

晋也，新美浩二，橋本雅好，橋本令子，羽成隆司，林英光，原田昌幸，山縣亮介（事務局），山岸未沙

子，山羽和夫，鷲津かの子

オブザーバー：久野 覚，小林龍祐，木本晴夫

２．事業計画

 (1) 平成 26 年度支部総会：平成 26 年 3 月 15 日

(土)開催 (名城大学・名城大学名駅サテライト)
 (2) 役員会６回

 (3) 講演会１回

 (4) 研究会２回

 (5) 第 11 回東海ヤングセミナー

 (6) 見学会１回

 (7) 講習会１回

 (8) 東海支部研究プロジェクト活動助成

(9) 支部交流会

 (10) その他 ｢日本色彩学会 東海支部だより

No.17｣発行

【議案４：平成 26 年度予算案】

                                                                     ［単位：円］ 

収入の部 支出の部

前年度からの繰越金 356,487 講師謝礼等   100,000 
平成26年度支部交付金

(支部交付金250,000円，理事会派遣費300,000
円)

550,000 事業費   140,000 

講習会参加費 20,000 会議費    30,000 
見学会参加費 40,000 通信費   60,000 
講演会・研究会非会員参加費 10,000 庶務費    50,000 
             理事会派遣費 300,000 

予備費 296,487 

合 計 976,487 合 計 976,487

【その他（報告）】

・報告事項；支部行事の DM の電子メール化；

→H24 年度から順次依頼。H25 年度末の時点で約 2/3（120 名程度）が電子メールで案内。
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