一般社団法人日本液晶学会 2019 年度第 5 回理事会議事録
日時：2020 年 8 月 1 日（土）13：00～18：00
場所：ビデオ会議
出席： 石原 將市、菊池 裕嗣、松井 秋一、坂本 謙二、森武 洋、高頭 孝毅、堤 治、
長谷川 雅樹、箕浦 潔、山本 貴広、富川 直樹、關 隆史、宍戸 厚、小村 真一、岡田 裕之
オブザーバー：山本 潤、物部浩達、鈴木美保子
(以上，敬称略)
議事
13:00 に出席予定者全員のビデオ会議参加を確認し代表理事の発議で理事会が開始された。
１．会長挨拶
２．配布資料確認
３．報告および審議事項
３−１ 総務委員会
[報告事項]
3-1-1 以下のメール審議について確認を行った。
(1) 一般社団法人日本液晶学会役員選任規定・代議員選任規定の改定の承認（2020 年 5
月 7 日付）
(2) 2019 年度第 4 回理事会議事録の承認（2020 年 5 月 7 日付）
(3) 2020 年 7 月の役員候補者選挙・代議員選挙から電磁的投票への移行の承認（2020 年
5 月 28 日付）
(4) 2020 年日本液晶学会オンライン研究発表会大枠案の承認（2020 年 7 月 23 日付）
3-1-2 会員数の状況、入会者数、退会者数、会費未納状況等について報告された。
3-1-3 令和３年度文部科学大臣表彰受賞候補者（若手科学賞候補者）1 名の学会推薦を行っ
た事が報告された。
3-1-4 WEB 会議サービス Zoom の１ライセンスを 7 月 27 日に取得した事が報告された。
3-1-5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大による日本液晶学会討論会の 1
年延期に伴い、例年その会期中に行っているアドバイザー会議を 2020 年度は中止する
事が報告された。
[審議事項]
3-1-6 会費未納者の除籍について
過去 3 年間会費を滞納している会員について継続の意思がないものと判断し退会とす
る事が認められた。
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３−２ 財務委員会
[報告事項]
3-2-1 2019 年 7 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日までの 2019 年度会計収支決算報告が行われ
た。2019 年度 (第 9 期) 会計収支決算報告書、会計収支差額表、貸借対照表、財産目
録が提示され、収支概要、経常収益、経常費用に関する説明があった。
[審議事項]
3-2-2 2020 年度予算の修正（案）が提示され、審議した。
会費収入を過去の実績推移より下方修正した。前年度の実績を踏まえ、会誌収入を下
方修正した。日伊液晶ワークショップの 2021 年度への延期に伴い当該事業費の収入・
支出を 0 円とした。講演会事業に関しては、液晶学会討論会・液晶交流会の 1 年延
期、オンライン研究発表会の開催に伴い、予算額の修正を行った。管理費はコロナ禍
による影響、情報関連作業委託料、電子投票システムの構築・運用費を考慮してトー
タルとして増額した。編集費は 2019 年実績を踏まえ下方修正した。
以上の修正案が承認された。
3-2-3 2021 年度予算（案）が提示され、審議した。本部事業として 2021 年度に開催予定の
日伊液晶ワークショップ、液晶光科学国際会議の事業収入・事業費を計上した予算
（案）が承認された。
3-2-4 税務申告(法人税)の実施（2020年度～2021年度）について審議した。事務局の会計
担当者による詳細な説明を聞きたいということになり、継続審議する事となった。
3-2-5 2023年10月よりインボイス制度が導入されるため、2022年中に免税事業者として学
会事業を行うか、課税事業者として行うかを選択する必要がある事が報告された。こ
の件に関して審議したが、事務局の会計担当者による詳細な説明を聞きたいというこ
とになり、継続審議する事となった
３−３ 編集・情報委員会
3-3-1 編集委員会
[報告事項]
(1) 4 月 25 日付けで日本液晶学会誌 Vol.24 No2 が発行された。
(2) 7 月 25 日付けで日本液晶学会誌 Vol.24 No3 が発行された。
(3) 過去 2 年半分の編集費の推移が報告された。
(4) 冊子（20 周年記念誌、10 周年記念誌）販売の集計 (2019.6.1～2020.5.31) 結果が報
告された。
[審議事項]
(5) 日本液晶学会刊行物の転載／複製（複写）の利用許諾基準の改定案を弁護士に確認依
頼する費用が承認された。
3-3-2 情報委員会
[報告事項]
(1) JLCS-Information(同報 ML)、WEB に関する活動状況及び、7 月 2 日より JLCSInformation の配信、WEB 掲載、定型記事掲載作業が国際文献社へ委託開始された事
が報告された。
(2) 2020 年日本液晶学会討論会・液晶交流会 Web ページについて、活動状況が報告され
た。本年度より国際文献社へ WEB ページ作成・運用の委託を行っている。5 月 7 日に
討論会・交流会の 1 年延期のお知らせを掲載し、発表参加申込システムの開発は、作
業凍結した。
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(3) 日本液晶学会討論会予稿集の J-Stage 登載・公開について報告があった。2020 年分
は掲載なし。2021 年分から予定通り国際文献社に予稿集登載作業および毎年の閲覧
用パスワード更新について作業委託する。2019 年分については、2020 年 6 月１日に
会員限定（パスワード制限）で公開済み。会議終了後 2 年経過の 2021 年 10 月 1 日か
らフリーで公開。
(4) 7 月 2 日から国際文献社に委託した WEB・メーリングリスト関連作業について報告が
あった。
[審議事項]
なし
３−４ 行事委員会
[報告事項]
3-4-1 2020 年度日本液晶学会討論会・液晶交流会の延期に伴う施設、懇親会等のキャンセ
ル料は発生しない事、国際文献社に委託していた討論会用 WEB 構築費用の内、実施分
の支払いが発生する事が報告された。
3-4-2 2021 年以降の日本液晶学会討論会の開催予定会場の確認をした。
[審議事項]
3-4-3 2020 年日本液晶学会討論会に代わる Web 研究会（2020 年液晶学会オンライン研究発
表会）の企画案が報告され、今後の運営方針について審議した。
３−５ 国際・研究委員会
3-5-1 国際交流委員会
[報告事項]
(1) 延期となった第 10 回日伊液晶ワークショップを 2021 年 7 月または 9 月に開催する案
が検討されている事が報告された。
(2) 第 19 回液晶光科学国際会議（Optics of Liquid Crystals 2021：OLC2021）の準備状
況が報告された。
[審議事項]
(3) 日本液晶学会本部事業 OLC 2021 の会計を学会が行う事、その予算を 2021 年度に計上
する事が承認された。
3-5-2 研究委員会
[報告事項]
(1) 2020 年度の各フォーラム主査が報告された。
液晶物理・物性研究フォーラム：渡辺豪 先生（北里大）
液晶化学・材料研究フォーラム：金子光佑 先生（立命館大）
液晶ディスプレイ研究フォーラム：石鍋隆宏 先生（東北大）
液晶フォトニクス・光デバイス研究フォーラム：伊東良太 先生（秋田県立大）
ソフトマター研究フォーラム：奥村泰志 先生（九州大）
分子配向エレクトロニクス研究フォーラム：磯田恭佑 先生（香川大）
(2) 9 月 15 日（火）にフォーラム主査会議がオンライン開催される予定である事が報告
された。
(3) 合同基礎講座 2020 の準備状況が報告された。
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[審議事項]
(4) 小サマースクールは合宿を基本としているため、COVID-19 の十分な感染防止対策をと
ることが困難であると判断し、液晶小サマースクール 2020 を中止する事が提案さ
れ、承認された。
３−６ 表彰委員会
[審議事項]
3-6-1 日本液晶学会表彰規定改定案が提示され、指摘された修正箇所を訂正した改定案が
承認された。
３−７ 選挙管理委員会
[報告事項]
3-7-1 2020 年度代議員選挙において、理事会推薦候補者全員が信任された事が報告され、
確認を行った。
3-7-2 2020 年度役員候補者選挙において、理事会推薦候補者全員が信任された事が報告さ
れ、確認を行った。
３−８ 総会資料について
総会資料（案）について検討を行い、指摘された修正点を訂正後改めて検討を行う事とし
た。総会での報告分担を行い、詳細は総会準備委員会（9 月 19 日（土）
：13:00-14:00、オ
ンライン開催）で打ち合わせる事となった。
４．理事会日程
2020 年度第 1 回：2020 年 9 月 19 日(土) 15:30-16:00 （ビデオ会議開催）
2020 年度第 2 回：2020 年 9 月 19 日(土) 16:00-17:00 （ビデオ会議開催）
参考：2020 年度定時社員総会：2020 年 9 月 19 日（土）14:00～15:20 （ビデオ会議開
催）
５．その他
・3 月に計画されていたソフトマターフォーラム講演会の開催を検討していることが報告さ
れた。
・Liquid Crystals Today の Conference Report として液晶学会オンライン研究発表会、日
本液晶学会討論会の報告記事の掲載を検討していることが報告された。

以上で審議を終了し、18:00 に閉会した。
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