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第 29回総務委員会議事要録

日　時： 2017年 9月 16日（土）13：00～16：00

場　所： 筑波大学東京キャンパス文京校舎 557室
出席者： 谷田純会長，他 11名
議　事：
1. 審議事項
　・総務委員会委員の更新について承認された．
　・監事の兼任が承認された．
　・光学論文賞受賞候補者が承認された．
2. 報告事項
　・板橋オプトフォーラムについて
　・光とレーザーの科学技術フェアについて
　・冬期講習会について
　・光学シンポジウムについて
　・ORについて
　・OPJについて
　・CLEO/Pacific Rimについて
3. その他
　・会員増について
　・学会ロゴの使用許諾について

第 22回レーザーディスプレイ技術研究会「3D表示・

マッピングとレーザー技術─実感！最新の Aerial 

Display―」

日　時： 2018年 2月 9日（金）　12：30～17：00

場　所： 東京大学生産技術研究所コンベンションホール
（〒153―8505 目黒区駒場 4―6―1，京王井の頭線駒場東
大前駅より徒歩 10分）
地図 http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/map/index.html

主　催： 日本光学会レーザーディスプレイ技術研究グ
ループ

後　援： オプトロニクス社
プログラム： ①「イントロダクトリートーク」黒田和男
（宇都宮大），②「3次元 CADによるバーチャルレー
ザーアウトライン（仮）」大西庫一郎（FARO ジャパ
ン），③「レーザープロジェクションを支えるものづ
くり」安田雅之（イエナオプティックジャパン），④
「MEMSマイクロスキャナーによるインタラクティブ
レーザープロジェクション技術（仮）」佐藤一郎
（Bosch），⑤〔特別講演〕「レーザーによる体積型ディ
スプレイとその最新動向」早崎芳夫（宇都宮大），⑥

「空中 3次元ディスプレイ（仮）」宮崎大介（大阪市立
大），⑦「再帰性寒天反射材を利用した料理上へのプ
ロジェクションマッピング（仮）」奥寛雅（群馬大），
⑧「クロージングリマーク」山本和久（大阪大）

参加費： 一般 5,000円，学生 1,000円（税込）．当日会場に
てお支払いください．領収書を発行いたします．終了
後簡単な情報交換会を予定しております（無料）．

参加申込： 要．参加希望者は E-mailにて下記連絡先まで
お申し込みください．

連絡先： 山本和久（大阪大学）
E-mail yamamoto-k@ppc.osaka-u.ac.jp

光設計研究グループ第 64 回研究会「最新のバイオ

フォトニクス技術とその応用」高野榮一光科学基金設

立 7周年記念講演会

　光設計研究グループ第 64回研究会と高野榮一光科学基
金設立 7周年記念講演会を合同で開催いたします．研究会
では，現代の医療・ヘルスケアにおいて必要不可欠な存在
であるバイオフォトニクスの分野でご活躍の先生方に，最
新の研究開発についてご講演をいただきます．記念講演会
では，光学とその応用に関する記念講演と，第 1回光工学
業績賞・功績賞受賞記念講演を行います．また，記念講演
会後には故高野氏のご子息様とご講演の先生方を交えた高
野榮一光科学基金設立 7周年記念祝賀会を予定しておりま
すので，ぜひご参加いただき，交流や議論を深めていただ
ければ幸いです．
日　時： 2018年 2月 22日（木）　10：00～17：15

場　所： ホテル東京ガーデンパレス（〒 113―0034東京都
文京区湯島 1―7―5）
地図 http://www.hotelgp-tokyo.com/map/

プログラム（確定内容のご紹介）： ①「高輝度中赤外レー
ザーを用いた非侵襲血糖値センサーの開発」山川考一
（量子科学技術研究開発機構），②「超解像顕微鏡の
アーティファクト低減法の開発」松田厚志（情報通信
研究機構），③「光音響イメージングとその応用」石
原美弥（防衛医科大），④「構造化照明顕微鏡による
高解像ラマンイメージング」渡辺梢・藤田克昌（大阪
大），⑤「記念講演 1 光計測の逆問題と光学設計：類
似と相違」武田光夫（宇都宮大），⑥「記念講演 2（タ
イトル未定）」宮下隆明（国立天文台），⑦「第 1回光
工学業績賞記念講演」光工学業績賞受賞者，⑧「第 1
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回光工学功績賞記念講演」光工学功績賞受賞者
共　催： 日本光学会光設計研究グループ（代表：辰野響
（リコー）），応用物理学会高野榮一光科学基金（委員
長：梅田倫弘（東京農工大））

参加費： 光設計研究グループ個人会員3,000円，光設計研
究グループ学生会員 無料，一般 8,000円，学生一般
1,000 円，日本光学会および応用物理学会個人会員
6,000円，光設計研究グループ賛助会員企業 6,000円，
記念祝賀会参加費 2,000円

定　員： 120名
参加申込方法： 氏名（フリガナ），所属，住所，電話，E-

mail，会員区分，懇親会参加の有無を明記の上，E-

mailまたは郵送にて下記申込先にお送りください．参
加費用は当日，会場にてお支払いください．

申込先： 東芝生産技術センター光技術研究部　山本雄一郎
〒235―0017 横浜市磯子区新磯子町 33

電話 050―3175―6227　
E-mail k64reg@opticsdesign.gr.jp

問合せ先： 日立製作所研究開発グループ　大澤賢太郎
〒185―8601 東京都国分寺市東恋ヶ窪 1―280

電話 042―323―1111（ex. 2538）　

E-mail k64@opticsdesign.gr.jp

プログラムおよび開催場所は光設計研究グループのホーム
ページにてご確認ください．
URL http://www.opticsdesign.gr.jp/

LED 総合フォーラム 2018 in 徳島

日　時： 2018年 2月 12日（月）　10：00～17：00

場　所： 徳島グランヴィリオホテル（徳島市万代町 3―5―1）
主　催： 徳島大学，とくしま産業振興機構
共　催： 徳島県，阿南工業高等専門学校，徳島経済研究

所，とくしま LED・デジタルアートフェスティバル
実行委員会

協　賛： 日本光学会，応用物理学会中国四国支部，日本
物理学会四国支部，照明学会四国支部，電気学会四国
支部，日本生体医工学会中国四国支部，ほか

参加費： 無料（テキスト含む）
問合せ先： LED総合フォーラム 2018 in徳島 実行委員会

木内陽介
電話 088―656―7475　Fax 088―656―7475

E-mail kinouchi@tokushima-u.ac.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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