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第 44回総務委員会議事要録

日　時： 2020年 3月 14日（土）　13：00～15：30

場　所： 筑波大学東京キャンパス 558講義室
出席者： 山口進会長，他 7名
1. 審議事項
　・定時総会（3月 28日開催予定）の議題および資料につ

いて確認した．
　・新型コロナウイルス感染防止のため，委員総会および

懇親会は中止とした．
　・新任の委員について承認された．
　・2019 年度の決算と 2020 年度予算について説明があ

り，収入増加および支出の削減策について議論された．
　・OPJ 2020の進捗状況について報告された．
　・冬期講習会の開催報告がなされた．
　・産学連携専門委員会の内規案策定について報告された．
　・光学論文賞の募集開始について報告された．
2. 報告事項
　・「光学」編集委員会および光光委員会（関東・関西）委

員の報告について
　・Optical Reviewの掲載料請求状況について
　・OPJ 2019の収支報告について
　・コニカミノルタ光みらい奨励金の最終報告について
　・会員数の推移について
　・新規賛助会員の入会について

第 45回総務委員会議事要録

日　時： 2020年 5月 16日（土）　13：00～18：00

場　所： Web会議
出席者： 山口進会長，他 18名
1. 審議事項
　・2020年度理事の役割が確認された．
　・第 45回光学シンポジウムの予算案，開催形態などに

ついて議論された．
　・第 47回冬期講習会の開催形式などについて議論され

た．
　・イベント別会計収支の年次推移について分析と課題が

報告された．
　・会員数の推移について報告され，増員への取り組みに

関して議論された．
　・授賞関係に関して，各賞の担当などが報告された．

2. 報告事項
　・「光学」の新任編集委員について
　・Optical Reviewの編集委員の今年度の体制について
　・第 46回冬期講習会の収支報告について

第 46回総務委員会議事要録

日　時： 2020年 7月 4日（土）　13：30～16：00

場　所： Web会議
出席者： 山口進会長，他 15名
1. 審議事項
　・OPJ 2020に関して．オンラインでの開催が承認され

た．
　・第 47回冬期講習会の進捗について，報告と意見交換

がなされた．
　・会計に関して，研究グループとの消費税，法人税の案

分について議論がなされた．
　・「光とレーザーの科学技術フェア」のセミナーテーマ

を決定した．
　・第 46回光学シンポジウムの企画案について報告され

た．
2. 報告事項
　・光学論文賞選考状況について
　・光学奨励賞選考状況について
　・コニカミノルタ光みらい奨励金の進捗について
　・第 45回光学シンポジウム開催報告について
　・研究グループ代表者会議・支部運営委員会の議事内容

について
　・Optical Reviewの投稿料請求状況について
　・会員数の推移について

第 47回総務委員会議事要録

日　時： 2020年 9月 19日（土）　13：00～17：00

場　所： Web会議
出席者： 山口進会長，他 12名
1. 審議事項
　・光学論文賞候補論文 2件の選考結果について報告さ

れ，承認された．
　・光学奨励賞選考結果について報告され，承認された．
　・コニカミノルタ光みらい奨励金の選考結果について報

告され，承認された．
　・OPJ 2020 について授賞式の日程を確認した．ポス
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ター，元幹事長との懇談会などの詳細に関しては，別
途時間を設けて議論することとした．また，AI Optics

優秀賞について提案され，承認された．
　・OPJ 2021について会場に関する議論を行った．
　・第 46回光学シンポジウムについて日時，場所，体制

が報告された．
　・第 47回冬期講習会についての進捗と今後の日程が報

告された．
　・2021年の年間テーマについて議論を行った．
　・メーリングリストの運用について，内規に従い，公募

情報は流さないことで合意した．
　・Optical Reviewの掲載料について，未納者削減のため

の対策を検討した．
　・Dropboxのアクセス権について方針を検討した．
2. 報告事項
　・「光学」の出版費用について
　・Optical Reviewの Scopeに関する修正について
　・会員数の推移について

第 46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」講演募集

　光学シンポジウムは，光学設計者・技術者の皆様が日頃
の研究，開発の成果を発表し，討論する場として，毎年開
催されています．本年も下記の要領で第 46回光学シンポ
ジウムを開催いたします．多数の皆様の積極的な応募をお
願いいたします．
期　日： 2021年 6月 23日（水）～25日（金）
開催形態： オンライン開催
主　催： 日本光学会
共　催： 応用物理学会フォトニクス分科会（予定）
応募講演の性格および内容： a）原則として未発表のもの
とします．ただし，既発表のものと一部重複があって
も，光学に関わる新規な内容が含まれていれば発表可
能です．b）内容は，光学システムおよび光学素子の
設計，製作，評価に関連した講演を中心として，日本
光学会の活動の全分野を対象とします．特に，これに
関連した実際的な問題に踏み込んだ講演を歓迎し，ま
た問題提起の講演も認めます．

応募資格： 日本光学会（入会予定含む），応用物理学会，
SPIE，OSA，OSK，および協賛の学協会会員

応募方法： 以下のホームページの講演応募方法をご参照
の上，電子メールにてご応募ください．
URL http://myosj.or.jp/event2/opt_symp

応募先： 光学シンポジウム実行委員会講演担当宛

E-mail optsymp46-spk@myosj.or.jp

応募締切： 2021年 3月 8日（月）　必着
予稿提出： 採用した講演については，所定のフォーマッ

トで PDF形式の電子ファイルを提出していただきま
す．詳細は，後日案内予定の予稿原稿の書き方，ホー
ムページをご参照ください．

予稿締切： 2021年 4月 19日（月）　必着
問合せ先： ホームページから，または下記連絡先にお願

いします．
実行委員長　須藤芳文（リコー）
E-mail optsymp46-aud@myosj.or.jp

第 24回光設計賞募集

　光設計研究グループでは，光設計分野における技術交
流・研究活性化を目的として，「光設計賞」を実施してい
ます．光設計賞は光に関わる各種デバイスやシステムの研
究・開発に携わる方の自薦の賞です．皆様が研究・開発さ
れた成果（製品・論文・特許など）を応募用紙にアピール
して，ご応募ください．全応募について審査委員会にて厳
正に審査し，授賞します．
技術領域： 「光設計」に関する研究，技術，発明など全般
審査項目： 将来性，実用性，独創性の 3つの観点で審査

します．
表　彰： 光設計大賞（1件）10万円，光設計優秀賞（若干

数）3万円
表彰時期： 2021年度秋
応募方法： 応募の詳細は下記 URLをご覧ください．
応募期間： 2020年 11月 17日～ 2021年 4月 30日（事前

応募締切），2021年 5月 31日必着（書類締切）
主　催： 日本光学会光設計研究グループ
問合せ先： 日本光学会光設計研究グループ光設計賞担当

E-mail odp24@opticsdesign.gr.jp

URL http://www.opticsdesign.gr.jp/hikari.html

Laser Display and Lighting Conference 2021 （LDC 

2021）

　Laser Display and Light Conference 2021（LDC 2021）は
今年で第 10回を迎えます．レーザーディスプレイおよび
レーザー照明に関わる，基礎研究からシステム・アプリ
ケーションまでの幅広い分野をカバーしており，それらの
技術・応用に関する科学・技術情報の発信・共有の場とし
てぜひご活用ください．
期　日： 2021年 4月 19日（月）～22日（木）
開催形態： オンライン開催
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協　賛： 日本光学会，応用物理学会，レーザー学会ほか
申　込： LDC 2021ホームページをご覧ください

URL https://ldc.opicon.jp/

JOEM「画像情報処理と機械学習」技術講座

日　時： 2021年 5月 24日（月），25日（火）　10：00～17：00

講　師： 長橋　宏（東京工業大学名誉教授）
場　所： ハイブリッド（対面＋オンライン Microsoft 

Teams利用）での開催
主　催： 日本オプトメカトロニクス協会

協　賛： 日本光学会，応用物理学会，日本光学工業協会
ほか

参加費： 協賛 80,410円（テキスト・消費税含む）
定　員： 15名（うち対面は 10名となります）
申込期限： 2021年 5月 14日（金）
問合せ先： 一般社団法人 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：
日本光学会 光学広報担当　E-mail koho@myosj.or.jp
メールの件名に「日本光学会 news原稿」と記載してください．
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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