
会合

会合については講演会の運営上、本部と会合世話⼈との間で右のように責任分担範囲を
定めて実施いたしますので、皆様ご協⼒をお願いいたします。

＜本部担当＞会場確保、割付
＜世話⼈担当＞会場準備、後⽚付け、⽀払他⼀切

開催⽇ 時間 会場 会合名 ⼈数 ⾷事 世話⼈名 所属
11:30〜12:30 S511 集積化MEMS技術研究会運営委員会 20 折詰 近藤 利彦 NTT

11:45〜13:45 W611 埋もれた界⾯のＸ線・中性⼦解析研究会 12 折詰 桜井 健次 物材機構

12:00〜13:00 S513 磁場応⽤IM 20 - ⼭登 正⽂ ⾸都⼤
12:00〜13:00 S514 応⽤物理学会中国四国⽀部 ⽀部貢献賞選考委員会 8 折詰 ⿊⽊ 伸⼀郎 広島⼤
12:00〜13:30 H114 中国四国⽀部研究会企画委員会 9 折詰 牧野 久雄 ⾼知⼯科⼤
16:00〜18:30 W833 学⽣研究者交流会 80 - 応⽤物理学会

12:00〜13:15 S513 放射線分科会幹事会(⼤分類2意⾒交換会同時開催) 40 - 河原林 順 東京都市⼤

12:00〜14:00 S511 ナイトライド基⾦運営委員会 15 折詰 寒川 義裕 九⼤
12:00〜13:30 W322 応⽤物理学会中国四国⽀部 2015年度第3回役員会 35 折詰 ⿊⽊ 伸⼀郎 広島⼤
12:00〜13:30 S514 薄膜・表⾯物理分科会 第44期第6回,第45期第1回幹事会 52 折詰 ⽬良 裕 滋賀医科⼤
11:30〜13:30 S421 JJAP特集号編集委員会議 70 折詰 桑原 真⼈ 応⽤物理学会
12:00〜15:30 H114 シリサイド系半導体と関連物質研究会 幹事会 20 - ⽴岡 浩⼀ 静岡⼤

12:15〜13:15 W641
プラズマエレクトロニクス分科会
インフォーマルミーティング
(⼤分類8意⾒交換会同時開催)

80 - 寺本慶之 産総研

12:30〜13:15 H115
テラヘルツ電磁波技術研究会
インフォーマルミーティング

8 折詰 ⼭下 将嗣 理研

12:30〜13:30 W332 ⽇本光学会ナノオプティクス研究グループ幹事会 13 折詰 酒井 優 ⼭梨⼤
15:00〜18:00 W332 応⽤物理教育分科会幹事会 20 - 吉⽥ 雅昭 ⼋⼾⾼専
17:00〜19:00 W322 有機ナノ界⾯制御素⼦研究会 11 折詰 ⼩野⽥ 光宜 兵庫県⽴⼤

17:30〜19:30 W331
有機分⼦・バイオエレクトロニクス分科会
インフォーマルミーティング

44 折詰 野⽥ 啓 慶應⼤

17:30〜19:30 S511
スピントロニクス研究会 幹事会
(⼤分類10意⾒交換会同時開催)

28 - 三輪 真嗣 阪⼤

17:30〜19:30 S513 シリコンテクノロジー分科会幹事会 50 折詰 品⽥ ⾼宏 東北⼤
17:30〜19:30 S512 応⽤電⼦物性分科会幹事会 25 折詰 伏⾒ 浩 オプトランス
18:00〜19:30 W834 第２回 ICDS 2017 準備会 15 - 深⽥ 直樹 物材機構
18:00〜19:30 H115 フォトニクス分科会幹事会 20 折詰 梅⽥ 倫弘 東京農⼯⼤学

18:45〜19:30 S514
超伝導分科会第四回幹事会
(⼤分類11意⾒交換会同時開催)

30 - 堀井 滋 京⼤

10:30〜12:00 S511 インダストリアルチャプター拡張コア会議 20 折詰 応⽤物理学会

11:30〜13:30 S512
シンポジウム「テラヘルツ科学の最先端II」
インフォーマルミーティング

7 折詰 ⼭下 将嗣 理研

11:30〜13:00 S513 EMS35第2回運営・実⾏合同委員会 30 折詰 ⻄永 慈郎 産総研
11:30〜14:00 S514 産学協働研究会総会 20 折詰 堂免 恵 湧志創造
12:30〜14:00 W322 SISPAD国内委員会 10 折詰 園⽥ 賢⼀郎 ルネサス

17:30〜19:30 S512
平成27年度第3回北陸・信越⽀部役員会
（新旧拡⼤役員会）

25 折詰 伊東 栄次 信州⼤

18:00〜19:30 S513 先進パワー半導体分科会幹事会 32 折詰 佐野 泰久 阪⼤
18:00〜19:30 S514 ICCGE-18/ISSCG-16 第4回合同実⾏委員会 40 折詰 ⽥畑 睦美 ICCGE-18事務局
19:00〜21:00 ⾷堂2階 インダストリアルチャプター懇親会 50 ⽴⾷ 応⽤物理学会
18:00〜20:00 ⾷堂1階 NEWMAP懇談会（旧︓応⽤物理学会⼥⼦会） 35 ⽴⾷ 応⽤物理学会
10:00〜12:00 S513 教育企画委員会 20 - 原 ⼀広 九⼤
12:00〜13:00 S514 IWN準備委員会 9 折詰 岩⾕ 素顕 名城⼤
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