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International Symposium on Imaging, Sensing, and 

Optical Memory 2017 （ISOM ’17）

　第 27 回目を迎える本会議では，“ International Sympo-

sium on Optical Memory”から“ International Symposium 

on Imaging, Sensing, and Optical Memory”へ名称を変更
しました．従来からの光メモリー技術に加え，画像・計測
の広い領域を対象とし，そこから派生する技術に関するマ
テリアル，フィジックス，テクノロジーなどの最新の研究
と技術の成果について議論します．学術分野および産業分
野の関係者が一堂に会し，国際的な情報交換をすることに
より，この分野の研究開発・応用・新たな展開の方向を探
り，かつその発展を促進することを目的としています．ス
コープとする（1） Optical Memory, （2） Imaging, （3） 
Sensing, （4） Other Related Technologiesの各領域におけ
る最近の研究および調査の結果，または新しい技術，新製
品の紹介で，学術的に価値のある未発表の投稿をお待ちし
ております．
期　日： 2017年 10月 22日（日）～25日 （水）
場　所： くにびきメッセ（〒690―0826 島根県松江市学園
南 1―2―1）

主　催： 日本光学会
投稿方法： ISOM Webの論文投稿ページから登録後，電

子データ（PDF ファイル：英文 2 ページ）をアップ
ロードしてください．

投稿締切： 2017年 6月 2日（金）
参加申込： ホームページ（http://www.isom.jp/）をご参

照ください．
問合せ先： 〒164―0003 東京都中野区東中野 4―27―37　 

アドスリー内　木村光宏
電話 03―5925―2840　Fax 03―5925―2913

E-mail secretary@isom.jp

第 42回光学シンポジウム「実用的な最先端の光学設

計 /光計測 /光学素子 /光学システム，光学における機

械学習の活用」

期　日： 2017年 6月 22日（木），23日（金）
場　所： 東京大学生産技術研究所 An棟コンベンション

ホール（東京都目黒区駒場 4―6―1）
主　催： 日本光学会
共　催： 応用物理学会フォトニクス分科会
詳細はホームページ（http://myosj.or.jp/event2/opt_symp）

をご覧ください．

平成 29年度日本分光学会国際シンポジウム「ラマン

分光のバイオ応用展開」

　急激な展開をみせるラマン分光技術とバイオ応用に触れ
てみてください．
日　時： 2017年 5月 24日（水）　9：30～17：00

場　所： 早稲田大学西早稲田キャンパス 63号館（〒169―
8555 新宿区大久保 3―4―1）

主　催： 日本分光学会
協　賛： 日本光学会
詳細はホームページ http://bit.ly/spsj2017をご覧ください．

第 59回光波センシング技術研究会講演会

期　日： 2017年 6月 6日（火），7日（水）
場　所： 東京理科大学神楽坂校舎森戸記念館（〒162―

0825 東京都新宿区神楽坂 4―2―2）
主　催： 応用物理学会光波センシング技術研究会
協　賛： 日本光学会，電子精報通信学会，通信ソサイエ

ティほか
問合せ先： 応用物理学会光波センシング技術研究会事務

局　佐々木 豊（〒184―0005 東京都小金井市桜町 1―
10―32）
電話 /Fax 042―381―0446　E-mail yssk@s.email.ne.jp

URL http://annex.jsap.or.jp/kohasensing/

JOEM「図解・自然現象に学ぶ光散乱」技術講座

日　時： 2017年 6月 16日（金）　13：00～17：00

場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，日本光学工業協会，光産業技術産

業協会ほか
参加費： 協賛 28,080円（テキスト・消費税含む）
定　員： 24名
申込期限： 2017年 6月 9日（金）
問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321　Fax 03―3435―9567　
E-mail info@joem.or.jp　URL http://www.joem.or.jp

� 日本光学会 news



JOEM「相関とフーリエ変換で理解できる光学機器」

技術講座

日　時： 2017年 6月 29日（木）　10：00～16：00

場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，日本光学工業協会，光産業技術振

興協会

参加費： 協賛 35,640円（テキスト・消費税含む）
定　員： 24名
申込期限： 2017年 6月 22日（木）
問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321　Fax 03―3435―9567

E-mail info@joem.or.jp　URL http://www.joem.or.jp
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日本光学会 newsの掲載申込先：
〒400―8511　山梨県甲府市宮前町 7―32　山梨大学クリスタル科学研究センター
東海林　篤　電話 055―220―8348　E-mail ashohji@yamanashi.ac.jp
なお，掲載申込は原則として発行日（10日）から 2か月前の 15日まで，開催日が 1～10日の場合
は，開催日の 3か月前の 15日までにお願いします．
掲載にあたっては，「日本光学会 news」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください．
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