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◇日本惑星科学会第130回運営委員会議事録

◇日本惑星科学会第131回運営委員会議事録

◇日本惑星科学会第132回運営委員会議事録

◇日本惑星科学会賛助会員名簿	

◇日本惑星科学会主催・共催・協賛・後援の研究会情報

◇日本惑星科学会第130回運営委員会議事録

期　　間：2019年1月18日（金）～1月25日（金）
議　　題：第15期専門委員会・部会委員の承認
　　　　　シニア会員の承認

運営委員会委員：
　中本 泰史，中村 昭子，倉本 圭，和田 浩二，諸田 智克，関根 康人，玄田 英典，中村 智樹，中島 健介，
　寺田 直樹，田中 秀和，竹広 真一，小林 浩，臼井 寛裕，奥住 聡，荒川 政彦，北里 宏平，佐伯 和人，
　関 華奈子，田近 英一，平田 成，薮田 ひかる，渡部 潤一

成立条件：期間内に議決返信のあった者を委員会出席とみなす
議決方法：上記期間内に steering-ml@wakusei.jp 宛に投票

議題１．各専門委員会委員の承認をお願いしたい．

（◎の各専門委員会委員長, ○の部会長, グループ長については第129回運営委員会にて承認ずみ）

1） 総務専門委員会

　　◎北里 宏平
　　平田 成，諸田 智克，奥住 聡，谷川 享行，保井 みなみ，小林 浩，藤谷 渉

　　行事部会
　　○中島 健介
　　城野 信一，木村 勇気，木村 淳，奥住 聡

2） 財務専門委員会

　　◎佐伯 和人
　　横田 勝一郎，竹広 真一
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3） 編集専門委員会

　　◎和田 浩二
　　杉山 耕一朗（編集幹事）
　　上椙 真之，岡崎 隆司，小川 和律，鎌田 俊一，木村 勇気，黒澤 耕介，小久保 英一郎，坂谷 尚哉，
　　関口 朋彦，瀧川 晶，田中 秀和，谷川 享行，長 勇一郎，成田 憲保,  はしもと じょーじ，濱野 景子，
　　本田 親寿，三浦 均，諸田 智克，山本 聡，渡部 潤一

4） 欧文誌専門委員会

　　◎玄田 英典
　　大竹 真紀子，大槻 圭史，矢田 達

5） 将来計画専門委員会

　　◎荒川 政彦
　　北里 宏平，中島 健介，佐伯 和人，寺田 直樹，平田 成，林 祥介

　　将来構想検討作業部会長
　　○中本 泰史
　　倉本 圭，関根 康人

6） 惑星探査専門委員会長

　　◎寺田 直樹
　　荒川 政彦，臼井 寛裕，大竹 真紀子，癸生川 陽子，齋藤 義文，千秋 博紀

7） 情報化専門委員会

　　◎平田 成
　　千秋 博紀，伊藤 孝士，大竹 和生，石岡 圭一，荒川 政彦，小川 和律，石原 吉明，納田 明達，
　　北里 宏平，黒澤 耕介

8） 対外協力専門委員会

　　◎田近 英一
　　伊藤 洋一，小川 佳子，小久保 英一郎，佐々木 晶，橘 省吾，宮本 英昭，矢野 創
　　濱野 景子（連合大会プログラム委員・正），堀 安範（同・副）

議題は全会一致で承認された（可23，否0）．

議題２．シニア会員の承認をお願いしたい．

　藤原 顕　（会員番号 001100112）
　大谷 栄治（会員番号 001100174）
　木村 眞　（会員番号 001100556）
　山本 哲生（会員番号 001100990）
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　佐々木 進（会員番号 001101546）
　向井 利典（退会：会員番号 001102048）
　柴田 裕実（会員番号 001104417）
　池田 保夫（会員番号 001104790）
　加藤 一孝（会員番号 001104875）
　三浦 保範（会員番号 001105254）
　大迫 正弘（会員番号 001105452）
　留岡 和重（会員番号 001105483）
　中川 義次（会員番号 001105490）
　花田 英夫（会員番号 001105650）
　加藤 學　（会員番号 001105919）
　松尾 弘毅（会員番号 001105971）
　林 大雅　（会員番号 001112702）

上記申請者がシニア会員の資格を有していることは会員データベースで確認済み．
申請資格
　　2019年1月1日時点で60歳以上で，通算10年以上の正会員歴を有し，常勤職に就いていない個人（ただし，
現在退会していてもよい．

　　過去に除名経験のある者は不可とする．）

議題は全会一致で承認された（可23，否0）．

◇日本惑星科学会第131回運営委員会議事録

期　　間：2019年3月14日（木）～3月20日（水）
議　　題：RFI回答文書改訂2018作業部会の設置提案の承認

運営委員会委員：
　出席（22名）
　中本 泰史，中村 昭子，倉本 圭，和田 浩二，諸田 智克，関根 康人，玄田 英典，中村 智樹，中島 健介，
　寺田 直樹，田中 秀和，竹広 真一，小林 浩，臼井 寛裕，奥住 聡，荒川 政彦，北里 宏平，佐伯 和人，
　関 華奈子，田近 英一，平田 成，薮田 ひかる

　欠席（1名）
　　渡部 潤一

成立条件：期間内に議決返信のあった者を委員会出席とみなす．
議決方法：上記期間内に steering-ml@wakusei.jp 宛に投票．

議題：RFI回答文書改訂2018作業部会の設置提案の承認
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提案内容：
惑星探査専門委員会の下に「RFI回答文書改訂2018作業部会」（以下、「作業部会」）を設置する．
作業部会委員長は、惑星探査専門委員会委員長が兼任する．
作業部会の活動期間は2019年6月までとする．

作業部会は以下の委員長及び委員から成る．

●作業部会委員長
千秋 博紀（千葉工業大学、第14期惑星探査専門委員会委員長）
寺田 直樹（東北大学、第15期惑星探査専門委員会委員長）

●作業部会委員
倉本 圭（北海道大学）（主査）  玄田 英典（東京工業大学）（副査）
春山 純一（JAXA/ISAS）  鎌田 俊一（北海道大学）
村上 豪（JAXA/ISAS）  今村 剛（東京大学）
佐藤 毅彦（JAXA/ISAS）  はしもと じょーじ（岡山大学）
臼井 寛裕（JAXA/ISAS）  吉田 二美（千葉工業大学）
堀 安範（国立天文台）  木村 淳（大阪大学）
生駒 大洋（東京大学）  関根 康人（東京工業大学）
岡田 達明（JAXA/ISAS）  岩田 隆浩（JAXA/ISAS）
伊藤 元雄（JAMSTEC）  関 華奈子（東京大学）
荒井 朋子（千葉工業大学）  唐牛 譲（JAXA/ISAS）
古川 善博（東北大）  中村 智樹（東北大学）
木村 勇気（北海道大学）  瀧川 晶（京都大学）
亀田 真吾（立教大学）  笠原 慧（東京大学）
河原 創（東京大学）  薮田 ひかる（広島大学）
岡崎 隆司（九州大学）  矢田 達（JAXA/ISAS）
三河内 岳（東京大学）  藤谷 渉（茨城大学）
藤田 和央（JAXA/ISAS）  山岸 明彦（東京薬科大学）
小林 憲正（横浜国立大学）  矢野 創（JAXA/ISAS）
林 祥介（神戸大学）  野口 里奈（JAXA/ISAS）
小林 正規（千葉工業大学）  石橋 高（千葉工業大学）
山田 学（千葉工業大学）  木村 宏（千葉工業大学）
平井 隆之（千葉工業大学）  洪 鵬（千葉工業大学）
和田 浩二（千葉工業大学）  臼井 文彦（神戸大学）
中川 広務（東北大学）  宮本 英昭（東京大学）
吉岡 和夫（東京大学）  石橋 高（千葉工業大学）
佐伯 和人（大阪大学）  山田 竜平（会津大学）
小川 和律（神戸大学）  熊本 篤志（東北大学）
長 勇一郎（東京大学）  諸田 智克（名古屋大学）
白石 浩章（JAXA/ISAS）  成田 憲保（東京大学）
長岡 央（JAXA/ISAS）  鹿山 雅裕（東北大学）
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石原 吉明（国立環境研究所）  山本 聡（JSS）
安部 正真（JAXA/ISAS）  小郷原 一智（滋賀県立大学）
石丸 亮（千葉工業大学）  小玉 貴則（ボルドー大学）
川島 由依（SRON）  谷川 享行（一関工業高等専門学校）
中島 健介（九州大学）  黒崎 健二（名古屋大学）
田中 佑希（東京工業大学）

●上に加えて、惑星探査専門委員会委員および会長も作業部会委員として参加する．
荒川 政彦（神戸大学）  臼井 寛裕（JAXA/ISAS）
大竹 真紀子（JAXA/ISAS）  癸生川 陽子（横浜国立大学）
齋藤 義文（JAXA/ISAS）  中本 泰史（東京工業大学）

議題は承認された（可22，否0）．

以上

◇日本惑星科学会第132回運営委員会議事録

期　　間：2019年4月5日（金）～4月10日（水）
議　　題：RFI回答文書改訂2018作業部会委員の追加承認

運営委員会委員：
　出席（23名）
　中本 泰史，中村 昭子，倉本 圭，和田 浩二，諸田 智克，関根 康人，玄田 英典，中村 智樹，
　中島 健介，寺田 直樹，田中 秀和，竹広 真一，小林 浩，臼井 寛裕，奥住 聡，荒川 政彦，北里 宏平，
　佐伯 和人，関 華奈子，田近 英一，平田 成，薮田 ひかる，渡部 潤一

成立条件：期間内に議決返信のあった者を委員会出席とみなす．
議決方法：上記期間内にsteering-ml@wakusei.jp宛に投票．

議　　題：RFI回答文書改訂2018作業部会委員の追加承認をお願いしたい．

提案内容：
　「RFI回答文書改訂2018作業部会」の委員に以下の9名を追加する．

長谷川 直 （JAXA/ISAS）  大坪 貴文（JAXA/ISAS）
阿部 新助（日本大学）  石黒 正晃（ソウル大学）
伊藤 孝士（国立天文台）  渡部 潤一（国立天文台）
佐々木 晶（大阪大学）  関口 朋彦（北海道教育大学）
浦川 聖太郎（日本スペースガード協会）
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議題は全会一致で承認された（可23，否0）．

以上

◇日本惑星科学会賛助会員名簿

　2019年６月25日までに，賛助会員として本学会にご協力下さった団体は以下の通りです．社名等を掲載し，
敬意と感謝の意を表します．（五十音順）

Harris Geospatial 株式会社

株式会社ナックイメージテクノロジー

◇日本惑星科学会主催・共催・協賛・後援の研究会情報

（a）場所，（b）主催者，（c）ウェブページ/連絡先など．
転記ミス，原稿作成後に変更等があるかもしれません．各自でご確認ください．

2019/07

7/25-7/27 第47回可視化情報シンポジウム
（a）京都府京都市
（b）可視化情報学会 
（c）http://visualization.jp/symp2019/

2019/09

9/13-9/15 日本流体力学会 年会2019
（a）東京都調布市
（b）日本流体力学会 
（c）http://www2.nagare.or.jp/nenkai2019/

■2019遊星人Vol28-2.indd   166 2019/06/12   11:29:46

http://visualization.jp/symp2019/
http://www2.nagare.or.jp/nenkai2019/


167

 
2019/10
 
10/07-10/09 日本惑星科学会 秋季講演会
  （a）京都府京都市
  （b）2019年日本惑星科学会
  （c）https://www.wakusei.jp/meetings/fallmeeting/2019/

10/23-10/25 第60回高圧討論会
  （a）北海道札幌市
  （b）日本高圧力学会
  （c）http://highpressure.jp/new/60forum/index.html
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