色材協会創立 90 周年記念会議
90th JSCM Anniversary Conference
“Toward Colour Materials in the Next Generation”
組織委員長 橋本 和明
実行委員長 小林 敏勝
後援（予定）：経済産業省，日本工学会，日本塗料工業会
協賛（予定）：日本化学会，高分子学会，日本色彩学会，日本塗装技術協会，日本塗料検査協会，日本防錆技術
協会，腐食防食協会，表面技術協会，日本塗装機械工業会，電気化学会，日本分析化学会，日本
印刷学会，日本顔料技 術協会，日本レオロジー学会，日本セラミックス協会，日本材料学会，日本
写真学会日本粉体工業技術協会， 日本油化学会，有機合成化学協会，日本画像学会
（1）記念会議の概要
色材協会創立 90 周年記念会議は，記念式典，基調講演，招待講演，口頭発表（英語・日本語，英語発表に
は”Nano Technology”と”Sustainable Technology”の二つのオーガナイズドセッションを設けます。），ポスターセッ
ション（英語・日本語），協会賞授賞式，同受賞記念講演，CSI メダリオン授賞式，懇親会などからなり，下記のと
おりに開催します。
会期 平成 29 年（2017 年）10 月 17 日（火）～18 日（水）
会場 学士会館

：〒101-8459 東京都千代田区神田錦町 3-28

（地下鉄：都営三田線/都営新宿線/東京メトロ半蔵門線「神保町」駅 A9 出口すぐ。
主要駅・空港からのアクセスについては，学士会館ホームページ（http://www.gakushikaikan.co.jp/access/）
を参照してください。

（2） 基調講演 （Plenary Lecture） 小池 康博 教授 （慶應義塾大学）
“Challenge of Photonics Polymer for Real-Color and High-Definition Display”
（3） 招待講演（Invited Lecture）
1） Prof. Paschalis Alexandridis （State University of New York at Buffalo)
“Nonionic Amphiphiles in Nanoparticle Dispersions”
2） Dr. Hynd Remita (Université de Paris-Sud )
“Plasmonic Metal Nanoparticles for Material Coloration”
3) 演者未定（上海市環境保護局及び上海市環境科学研究院）
“VOC Emission Control of Painting and Ink Manufacturing Industries in Shanghai”
（4） キーノート講演
1） Mr. Thomas Hess (M. Sc.) (Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation)
“Selective and Overspray-free Painting Technology – From the laboratory to a production process”
2) Prof. Yuejun Zhang (Nanjin University of Science and Technology)
“The Research Progress of Polymers Based on the Monomers DAC and DMA”
（5） 口頭発表・ポスター発表
17 日の口頭発表はオーガナイズド・一般のセッションとも英語，18 日の口頭発表は日本語で行います。
講演時間は討論を含め 15～20 分を予定しています。
今回の会議は，色材協会も加盟している国際組織 CSI (Coating Societies International) の会議とも位置付け
られ，英語の口頭発表の中から最優秀論文に CSI メダリオンが懇親会にて授与されます。
ポスターセッションの発表は英語および日本語での発表を受け付け，テーマを問いません。討論はポスターセ
ッション時間内にパネル展示会場において各自行います。ポスターサイズは A0 サイズ（縦 1,500 mm×横 900
mm）です。なお，口頭発表およびポスター発表の優秀な発表については，例年のとおりに優秀講演賞・優秀ポ
スター賞の贈呈を予定しています。
(6) 色材協会誌 JSCM90 特集号
色材協会誌 2018 年 3 月号を「JSCM90 特集号」とし、発表された内容に基づく論文を掲載する予定です。発表
者各位の積極的な論文投稿をお待ちいたします。
(7) 懇親会
平成 29 年 10 月 17 日（木）18：00～20：00 学士会館 2Ｆ 201 号室
記念会議の一環として行われます。
（8） 色材協会賞（論文賞・技術賞）受賞記念講演
授賞式・受賞記念講演は大会 2 日目（18 日）に行われます。

（9） 記念会議のスケジュール
日時

午前

午後

夕方

10 月 17 日（火）

登録

登録

懇親会

90 周年記念式典

招待講演

CSI メダリオン授賞式

基調講演，招待講演

キーノート講演
口頭発表（英語）
オーガナイズド・一般

10 月 18 日（水）

登録

登録

口頭発表（日本語）

協会賞授賞式ならびに

（CSI ミーティング）

受賞講演

ポスター発表

口頭発表（日本語）

（10） 重要な期日
講演申込締め切り

：平成 29 年 6 月 30 日 （海外：6 月 30 日） 7 月 28 日へ延長します。

講演要旨締め切り

：平成 29 年 8 月 31 日 （海外：7 月 31 日）

記念会議参加申し込み締め切り

：平成 29 年 9 月 30 日 （海外：8 月 31 日）

講演要旨集発行日（公開日）

：平成 29 年 10 月 10 日 （特許出願等はご注意ください。）

（11）参加登録について（全 2 日間）
参加登録は 2 日間を基本としますので，1 日間の参加登録は認めません。参加希望者は別紙の参加登録申込
用紙に必要事項を記入し，登録料を添えて下記の事務局宛に申し込んでください。なお，参加登録申込用紙は色
材協会の HP からダウンロードもできます。また，色材協会の HP においてオンラインでの参加登録もできます。さ
らに懇親会についても積極的な参加を希望いたします。
送金方法については郵便振替または銀行振り込みでお願いします。いずれの場合も別途参加登録申込用紙を，
FAX または E-mail 添付書類で事務局までご送付，または HP からのオンライン登録をお願いします。
参加登録料

懇親会

正会員

16,000 円

10,000 円

学生

3,000 円

5,000 円

非会員

21,000 円

12,000 円

色材協会記念会議事務局： FAX: 03-3443-3699

e-mail: info@jscm.or.jp

URL: http://www.shikizai.org/
送金方法
1）郵便振替の場合，参加申込書を色材協会宛に送るとともに下記の口座に送金してください。
郵便振替口座 00120-7-76423 加入者名： 一般社団法人 色材協会
2）銀行振り込みの場合，参加申込書を色材協会宛に送るとともに下記の口座に送金してください。
三菱東京 UFJ 銀行 恵比寿支店 口座番号： 普通 0929901 口座名：一般社団法人色材協会
色材協会創立 90 周年記念会議 委員

組織委員会

・委員長（色材協会会長）
橋本 和明 （千葉工業大学）
・副委員長（色材協会副会長）
小川 哲夫 （関西ペイント（株））
佐野 秀二 （大日本塗料（株））
高橋 鉱次 （元 名古屋市工業研究所）

実行委員会
・委員長
小林 敏勝 （小林分散技術研究所）
・副委員長
酒井 秀樹 （東京理科大学）
柴田 雅史 （東京工科大学）
鳥越 幹二郎 （東京理科大学）
・実行委員会 委員
伊村 芳郎 （東京理科大学）
岩越 あや子 （日本ペイント・オートモーティブコーティングス（株））
大塚 英典 （東京理科大学）
岡本 久男 （大日精化工業（株））
小川 修 （（一社）日本塗料工業会）
近藤 行成 （東京理科大学）
柴田 裕史 （千葉工業大学）
須原 常夫 （（株）古賀総研）
服部 俊雄 （元 大日精化工業（株））
保坂 洋 （（一社）ディレクトフォース）
村田耕一郎 （元 関西ペイント（株））
米山 雄二 （文化学園大学）

