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■会告

会員異動

■第回評議員会で承認

《正会員入会申込者》

横谷 尚睦 高輝度センター 利用研究促進部門分光物性

G

松戸 誉央 広大 院 理 化 集積化学研究室（学生）

佐藤 宇史 東北大 院 理 物理学

黒川 眞一 KEK

小野 介嗣 株フジテクノシステム

小川 修一 東北大 多元研 表面機能制御研究分野（学生）

前田 勇樹 東大 物性研 SOR 施設つくば分室（学生）

妹尾与志木 豊田中央研究所 分析計測部

坂中 章悟 KEK 物構研

小森 博文 兵庫県立大 生命 理

大隅 寛幸 高輝度センター 利用研究促進部門

国村 伸祐 京大 院 医 社会健康医学（学生）

腰原 伸也 東工大 理工 物質科学

野田 辰則 大阪府立大 院 工（学生）

秋山 修志 理研 前田構造生物化学研究室

青戸 智浩 KEK 物構研

志波 智生 KEK 物構研

田中 徹 佐賀大 シンクロトロン光応用研究センター

古屋 謙治 九大 院 総合理工 物質科学

大坂 恵一 高輝度センター 利用研究促進部門

長谷川幸雄 東大 物性研

小賀坂康志 名大 院 素粒子宇宙物理

以上22名

《正会員退会申出者》

飯沼 恒一 東北大 工 量子エネルギー工学

中村 快三 岡山大 理 物理

早坂 伸夫 東芝 研究開発センター ULSI 研究所

大川 祐司 物質材料研究機構 ナノマテリアル研究所

増岡 俊夫 大坂市立大 工 応物

奥 康成 川崎重工 技術研究所

藤崎 達也 茨城県立医療大 保健医療 放射線技術科学

Syed Jamal Ahmed 広大 理

小林 大介 東大 工 応用化学 尾嶋研（学生）

濱石 佳孝 東大 院 工学研究 物理工学（学生）

野島 昭信 東大 物性研（学生）

遠山 尚秀 千葉大 工 物質工 上野研（学生）

黒田 晴雄（物故） 東理大 総研 赤外線自由電子レーザー研

究センター

土井洋一郎 分子研 極端紫外光 界面分子

以上14名

《賛助会員入会申込社》

財佐賀県地域産業支援センター

九州シンクロトロン光研究センター

以上 1 社

《賛助会員退会申込社》

佐賀県 経済部

以上 1 社

《講読会員入会申込社》

佐賀県 農林水産商工本部

以上 1 社

［現在会員数］ 正会員1,240名（うち学生131名）

賛助会員56社（61口）

■日本放射光学会ホームページのアドレス変更

学会のホームページのアドレスを，http://www.jssrr.jp に変更しました。これは，昨

今のホームページの大容量化・高機能化に対応するため，専用サーバーに移行したためで

す。これに伴い，事務局の電子メールアドレスも，jssrinfo＠jssrr.jp に変更になりま

す。皆様の bookmark の変更をお願いいたします。なお，12月末まではこれまでのアド

レス（http://www.iijnet.or.jp/JSSRR/，jssrr＠kk.iij4u.or.jp）も併用されます。
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第18回日本放射光学会年会

放射光科学合同シンポジウム開催要項

開催日 年月日(金），日(土），日(日）

場 所 サンメッセ鳥栖（佐賀県鳥栖市）

主 催 日本放射光学会

共 催 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター，自然科学研究機構分子科学研究所極端紫外光研究施設，名古屋大

学超小型放射光実験施設設置促進委員会，高エネルギー加速器研究機構放射光科学研究施設，高輝度光科学研究

センター，産業技術総合研究所光技術研究部門，SupersSOR 高輝度光源利用者懇談会，SPring-8 利用者懇談

会,東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設，東京理科大学総合研究所赤外自由電子レーザー研究センター，

東北大学特定領域横断研究組織「シンクロトロン放射」，日本大学電子線利用研究施設，広島大学放射光科学研

究センター，兵庫県立大学 New SUBARU，PF 懇談会,放射線医学総合研究所重粒子医科学センター，UVSOR

利用者懇談会，立命館大学 SR センター

組織委員会

委員長 高田昌樹（放射光学会行事幹事）

委 員 岡島敏浩（Saga-LS/実行委員長），鎌田雅夫（プログラム委員長），岸本俊二（KEK），木下博雄（兵庫県立

大），小池正記（産総研），古宮 聰（JASRI），佐藤 勇（日大），佐藤 衛（PF 懇），鈴木章二（東北大），

曽田一雄（UVSOR 懇），中井浩二（東理大），生天目博文（広大），難波孝夫（SP8 懇），難波秀利（立命館大），

藤沢正美（東大物性研），間瀬一彦（SuperSOR 懇），百生 敦（放射光学会会計幹事），山根 隆（名大），

横山利彦（分子研）

プログラム委員会

委員長 鎌田雅夫（佐賀大）

委 員 東 純平（佐賀大），岡島敏浩（Saga-LS/実行委員長），岸本俊二（KEK），木下博雄（兵庫県立大），

木村真一（分子研），小池正記（産総研），古宮 聰（JASRI），佐藤 勇（日大），佐藤 衛（PF 懇），

鈴木章二（東北大），曽田一雄（UVSOR 懇），高田昌樹（JASRI/組織委員長），中井浩二（東理大），

生天目博文（広大），難波孝夫（SP8 懇），難波秀利（立命館大），藤沢正美（東大物性研），間瀬一彦

（SuperSOR 懇），百生 敦（東大/学会会計幹事），山根 隆（名大），横山利彦（分子研）

実行委員会

委員長 岡島敏浩（Saga-LS）

委 員 岩崎能尊（Saga-LS），江田 茂（Saga-LS），鎌田雅夫（佐賀大/プログラム委員長），香野 淳（福岡大），

高田昌樹（JASRI/組織委員長），高橋和敏（佐賀大），高原 淳（九大），高林雄一（Saga-LS），田中 徹

（佐賀大），近浦吉則（九工大），原 一広（九大），古屋謙治（九大），光武亨剛（Saga-LS），百生 敦（東大

/学会会計幹事），森 満（Saga-LS），山津善直（佐賀県庁）

会期中の会議等の開催について

各施設の利用者団体の活動成果報告，将来構想の検討の為に，会合の開催を受け付けております。

会場は，1 月 7 日，8 日は 9001900，9 日は 9101700の間，使用可能です。すでに共催団体として登録さ

れている利用者懇談会の開催日程につきましては決定しており，未登録の施設利用者団体の申し込みを受け付けており

ます。その際，既に予定されている共催団体の会合時間とできるだけ重複しない時間に設定していただくようお願いし

ます。月日(金)迄に，下記申込書をコピーし，FAX にて事務局にお申し込みください。なお，会議の日時が複数

件重なった場合の調整は，実行委員会に一任願います。
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《申込お問い合わせ先》日本放射光学会事務局

〒1700013 東京都豊島区東池袋 2628 ビッグオフィスプラザ507 有ワーズ内

Tel. 0359504896 Fax. 0359501292 e-mail jssrinfo＠jssrr.jp

第18回放射光学会年会放射光科学合同シンポジウム 施設会合申込書

会合名 希望日
月 日

参加見込み人数

人

OHP

要 / 否

白板

要 / 否

希望時刻

時 分～ 時 分

連絡先

所属

氏名

Tel. Fax.

e-mail

通帳印字内容の変更について

下記の通り変更させて頂きますので了承方よろしくお願い申し上げます。

記

1. 変更内容

※次の金融機関につきましては，当社名のみ（SMBC，エスエムビーシーフアイナンス

等）が印字されます。

金融機関名あおぞら銀行シティバンク漁業組合




