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2011 年度日本液晶学会 第１回理事会（
回理事会（HP 公開用）

日時：2011 年 2 月 5 日（土）13：30～17：30
場所：日本液晶学会事務局 （株）アドスリー内会議室
出席：檜山爲次郎、中村尚武、清水洋、小野浩司、藤掛英夫、井上勝、沓水祥一、松山明彦、
宮下哲哉、岸川圭希、安武幹雄、小村真一、内海夕香、真崎仁詩、岡田裕之、一ノ瀬秀男
オブザーバー 福田幹夫，諸星宗一（（株）アドスリー，事務局）
欠席：城田幸一郎
総務委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]
１．2010 年度 日本液晶学会臨時総会議事録の確認（承認）
２．2010 年度 第５回理事会議事録の確認（承認）
３．メール審議
1)第１５回：フォーラム講演会の際の懇親会費用を講演会収支に取り込むことについての是非
審議結果：第 1 回理事会(2011/2/5)において、条件付(常識の範囲内で運用すること)で承認。
2)第１６回：東京マガジンバンクへの学会誌寄贈
審議結果：承認（学会誌の発行部数について要再考との意見あり）
3）第１７回：臨時総会議事録（案）の承認
審議結果：若干の文字訂正の上承認
審議事項]
１．アドスリーとのコンサルティング契約について（承認）
２．選考委員会等の設置について（承認）
・2012 年役員選考委員会の設置（役員選任規定第 4 条：理事 3 名＋正会員 10 名以内）
清水委員長（副会長）、小野（理事）、井上（理事）、一ノ瀬（理事）、＋正会員数名
・2011 年学会賞表彰委員会（表彰規定第 6 条（２））
中村委員長（副会長）、藤掛、小野、沓水、松山、岸川、城田、岡田、内海、
フォーラム主査
・2011 年度学会賞推薦委員会（特に規定はないが慣例による）
中村委員長（副会長）、藤掛、井上、宮下、安武、小村、真崎、一ノ瀬、
＋編集委員会委員
３．日本液晶学会役員選任規定の改定について（承認）
改訂前「第２条 次期会長の候補者は現会長および現副会長の中から正会員の投票により選ぶ．」
改訂後「第２条 次期会長の候補者は原則として現会長および現副会長の中から正会員の投票に
より選ぶ．」
[

財務委員会
財務委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]
１．液晶学会資産概要（2011 年 1 月 27 日現在）
・一般会計
種別
口座名 （管理）
金額
普通預金
①みずほ銀行 赤坂支店 （アドスリー）
¥2,920,368
②みずほ銀行
¥7,945,510
（日本液晶学会 理事 井上勝）
定期預金
③三井住友銀行 上野支店 （アドスリー）
¥7,546,509
④三菱東京 UFJ 銀行 春日町支店 （アドスリー）
¥8,554,990
⑤三菱 UFJ 信託銀行 上野支店 （アドスリー）
¥5,042,594
郵便振替貯金 ⑥会費振込用 （アドスリー）
¥4,797,600
⑦液晶学会討論会用 （アドスリー）
¥345,230
未収入金
未確定
未払い金
未確定
一般会計資産合計 ¥37,152,801
・特別会計
種別
口座名
金額
（学術活動基金）
普通預金
⑧みずほ銀行 本郷支店 （野平博之）
¥2,065,707
定期預金
⑨みずほ銀行 本郷支店 （野平博之）
¥8,054,014
（FLC07 基金）
⑩みずほ銀行
普通預金
¥2,277,512
（日本液晶学会 FLC07 基金 担当理事 井上勝）
特別会計資産合計 ¥12,397,233
総資産 ¥49,550,034
（補足）
・貸借対照は現在未確定---未収金，未払い金等整理後 3 月中に確定
・会費は会員より郵便貯金口座⑥に振り込まれた後，財務理事管理口座②へ転送し，必要に
応じてアドスリー経費管理口座①他に振り込む（リスクヘッジ）。
・ ⑦は液晶討論会用
２．2011 年度のスケジュール
・ 3月
2010 年度収支決算
・ 3 月～4 月頃 監査受審（事前チェック含む）

・
・
・
・

月～6 月頃
8 月～9 月頃
9月
12 月 1 日
4

決算報告（理事会に対して）
決算、2012 年度予算作成（総会資料作成）
総会報告（液晶学会討論会会期中）
新学会設立

３．シグマ出版破産
2010 年 11 月 4 日に、日本液晶学会に対して著作権使用料（液晶科学実験入門分：¥488,880）が
未払いであった株式会社シグマ出版が倒産した。倒産前に回収した書籍 210 部は、東京国税局税務
相談室に相談したところ販売は可能。また、飯島弁護士によると、販売は債権の処理が完了するま
で半年は待ったほうが良いとのこと。尚、2011 年 2 月 14 日午前 11:30～東京地方裁判所民事第 20
部にて、財産状況報告集会が開催予定。
審議事項]
１．源泉所得税及び延滞税の支払い（2010 年日本液晶学会討論会）について（承認）
日本液晶学会講演会及び討論会で発生した収入に対する源泉所得税の支払いが遅れた。開催翌月
10 日（今回は 10 月 10 日）支払いが 2011 年 2 月 10 日なるので、次の通り延滞税込みの支払いに
なる。
・源泉所得税 ¥74,900
・延滞税
約¥3,000
[

２．源泉所得税支払いのアナウンスについて（承認）
今後源泉所得税の支払い遅延が無いように、講演会の現地委員、フォーラム委員、財務委員に対
して会期終了後速やかに収支報告を行うよう、アドスリー様から連絡をしてもらう。
編集委員会
編集委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]
1. ２０１０年度４月号，７月号，１０月号，１月号の予定について報告された。
[審議事項]
1. 液晶学会誌への投稿記事の取扱について審議し，承認された。
2. 学会誌の発行部数について審議し，１００部少なくすることが承認された。

情報委員会
情報委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]
１．サーバー運営（2010 年度）

クララオンライン社の現行レンタルサーバーサービス終了に伴い昨年 9 月、サーバーをアドスリ
ー社に移転した 。
2. メーリングリスト（ML）
今年度の理事会 ML、フォーラム主査 ML 等の更新を行った。
3. 国立情報学研究所（NII）のサーバー利用中止
研究フォーラムの Web 用に利用してきた NII のサーバーを本年 1 月 31 日において利用中止し、ア
ドスリー社のサーバー上に移行した。
4.情報理事引継
2010 年 12 月 20 日に情報理事の引継をアドスリー社会議室で行った。
出席者（敬称略）：吉田（都市大）、城田（理研）、小村（日立ディスプレイズ）、石川（東工大）
審議事項]
１．サーバー運営（2011 年度）（承認）
今年度も、前年度と同様の体制、予算でサーバーを運営したい。
[

行事委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]
１．2010 年講演会・討論会 収支報告（承認）
２．2011 年講演会・討論会の体制・日時・場所（承認）

１）実行委員長：吉田真史（東京都市大学）、実行委員：飯高 正徳（東京都市大学）、行事担当理事と
研究会担当理事の役割分担は昨年どおり。（敬称略）
２）日程：2011 年 9 月 10 日（土）-13 日（火）
３）場所：東京都市大学世田谷キャンパス
３．2011 年講演会・討論会の申込期間・事前登録期間・予稿原稿提出期間について（承認）
１）発表申込期間：5 月 18 日(水)～6 月 8 日(水)
２）事前登録：5 月 25 日(水)～8 月 8 日(月)
３）予稿原稿：7 月 13 日(水)～7 月 27 日(水)
４．討論会参加費・懇親会参加費は昨年と同額とする。（承認）
５．2011 年液晶学会サマースクールの日程・場所・参加費・WG メンバーについて（承認）
１）日程：7 月 14 日（木）～7 月 16 日（土）/ 申込締切 6 月 24 日(木)）
２）場所：房総（ホテル東天光）が第一候補であるが、東京から約１時間の宿泊地を探す。
３）参加費：一般会員：50,000 円（賛助会員企業の方は５名まで１人 50,000 円）
一般非会員：60,000 円、学生会員：20,000 円、学生非会員：25,000 円（昨年 30,000 円）
４）WG メンバー：石川（東工大）、井上（東陽テクニカ）、尾崎 (防衛大)、菊池 (九大)、木村(長
岡技大)、沓水（岐阜大）、西山（ＤＩＣ）、安武 (埼玉大)、岸川（千葉大）（敬称略）
[

審議事項]

１．2010 年講演会討論会の参加登録費用等の振り込み方の変更案が行事委員から提出された（承認）
１）郵便局の振込用紙を使う場合、手数料は振込者の負担とする。
２）領収書の発行は原則しない。（振込用紙の受領票を領収書とする。領収書発行は希望者のみ）
３）事前に払込んでいないときは、当日の参加費金額を適応する。
２．2011 年討論会における企業セッションの中止について議論されたが、会員増や学会の活性化の
ために必要であるという結論に至り、企業セッションを継続することとなった。（承認）
３．2011 年講演会討論会においても、現地委員の参加登録費用・懇親会費用の免除は、赤字にならない
範囲で認める。（承認）
４．2011 年は、討論会・講演会や各種手続きにおける領収書には、できるだけ印影を印刷することで効
率化を図る。（承認）
５．2011 年討論会は、予稿集の印刷版の発行部数を事前予約分+60～70 部とする。（承認）
６．Asian LC Workshop 共催について（継続審議）
Suk-Won Choi 氏（韓国 Kyung Hee 大学）から、韓国、日本、台湾、中国の 4 カ国による Asian LC
Workshop の共催について提案があり、議論の結果、アジア液晶会議（Asian LC conference)という形で
行う方向で検討することとなった。
会員委員会
会員委員会
報告および審議事項

報告事項]
１．会員数の確定（2010 年 11 月 30 日現在）
２．液晶討論会参加者推移について
３．液晶講演会参加者推移について
４．今後の予定
・学生会員の卒業予定者への正会員移行依頼メール送付
[

審議事項]
１．入退会者の承認について（承認）
２．会費納入状況について（承認）
３．会費未納者の休会（＝会員資格停止）および退会処置について（承認）
・2010 年度会費未納者の休会、2009・2010 年度会費未納者の退会について承認された。
[

研究委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]
1. 2011

年度フォーラム主査の紹介

2. 2010

年度フォーラム講演会実績報告

以上、三つの講演会が開催された。
3. 2011 年フォーラム講演会開催予定の報告
4. 2011 年日本液晶学会講演会開催
2011 年 2 月 5 日開催のフォーラム主査会議で、テーマ 「情報とディスプレイの未来
像」、日程 2011 年 9 月 10 日（土）、場所 東京都市大学 世田谷キャンパス 6B2 で開
催されることと決定した。
5. 2011 年フォーラム主査会議開催予定の報告

審議事項]
1. フォーラム数について（承認）
フォーラム主査会議での議論が紹介され、自主的に解散を希望する場合で無ければ、
現状通りで進めることで了解された。希望するメーリングリスト等については、可能性
を検討することで承認された。
2. 合同講演会でのフォーラム担当について（承認）
2011 年は化学・材料フォーラムが担当で御願い出来る旨紹介され、承認された。
3. 講演会参加費について（承認）
東京開催と言うことで、2009 年並の参加費で進める旨承認された。
[

