
（	23	）

■  会 合 一 覧

　会合については講演会運営上，本部と会合世話人との間で右記のように責任分担範囲
を定めて実施したいと思いますので，各位のご協力をお願いします．

〈本部担当〉会場確保，割付
〈世話人担当〉会場準備，後片付，支払い他一切

	 ＊	食事（折詰）付の会合（本部会計振替以外）は，世話人が弁当代をまと
めて座長受付（総合受付）にてお支払いください．

月日 時間 会場 会合名 会費 食事 人員 世話人

3/24	
( 木 )

11:00 ～ 14:00 C5 号館	
3F-301 SISPAD国内委員会 折詰 18 松澤　一也 (東 芝)

11:30 ～ 13:00 C1 号館 4F- 特別閲覧室	
（図書館） KPS-JASP	Joint	Symposium	Committee	Meeting 折詰 10 徳光　永輔 (東 工 大)

12:00 ～ 13:30 C5 号館	
3F-304 情報フォトニクス研究グループ幹事会 折詰 15 成瀬　　誠 (情 通 機 構)

12:00 ～ 13:30 C5 号館	
3F-308 磁場応用 IM - 30 山本　　勲 (横 国 大)

堀井　　滋 (高 知 工 大)

19:00 ～ 20:30 ロワジールホテル厚木 応用物理学会懇親会 3,000	 立食 300 応用物理学会本部

3/25	
( 金 )

10:00 ～ 13:00 K2 号館	
4F-1405 人財育成・教育事業委員会 折詰 45 応用物理学会本部

11:00 ～ 12:30 C5 号館	
3F-320 フォトニック ICT研究会インフォーマルミーティング 折詰 20 和田　尚也 (情 通 機 構)

11:30 ～ 13:40 C5 号館	
3F-321 多元系機能材料研究会幹事会 折詰 12 坪井　　望 (新 潟 大)

12:00 ～ 13:00 K2 号館	
4F-1404 薄膜・表面物理分科会第 39期第 6回幹事会 折詰 50 中原　　仁 (名 大)

12:00 ～ 13:00 C5 号館	
3F-303 第８回集積化ＭＥＭＳ技術研究会委員会 折詰 19 町田　克之 (N T T)

12:00 ～ 13:00 K1 号館	
12F-1206 光学論文賞記念昼食会 折詰 8 宮武　直樹 (リ コ ー)

12:00 ～ 13:00 C5 号館	
3F-308 応用物理教育分科会インフォーマルミーティング 折詰 30 小川　賀代 (日 本 女 子 大)

12:00 ～ 13:15 K2 号館	
4F-1408 プラズマエレクトロニクス分科会ミーティング 折詰 50 林　　信哉 (佐 賀 大)

12:00 ～ 13:30 C5 号館	
3F-304 放射線分科会幹事会 折詰 25 渡辺　賢一 (名 大)

12:00 ～ 13:30 C5 号館	
3F-319 応用物理学会中国四国支部 2010 年度第 3回役員会 折詰 30 八田　章光 (高 知 工 科 大)

12:00 ～ 14:00 C5 号館	
3F-302 スピンエレクトロニクス研究会幹事会 折詰 29 大矢　　忍 (東 大)

13:00 ～ 13:45 B5 号館 1F-2104	
（BE 会場） 日本光学会総会・光学論文賞授賞式 - 200 宮武　直樹 (リ コ ー)

16:00 ～ 17:30 K1 号館	
7F-706 ＥＣＲＩＳプラズマインフォーマルミーティング - 15 北川　敦志 (放 医 研)

加藤　裕史 (阪 大)

17:20 ～ 18:00 K2 号館	
4F-1403(KU会場 ) 新領域グループ／衝撃応用ミーティング - 18 松本　　仁 (防 衛 大)

17:30 ～ 19:00 C5 号館	
3F-304 日本分光学会テラヘルツ分光部会　幹事会 折詰 8 谷　　正彦 (福 井 大)

17:30 ～ 19:00 C5 号館	
3F-321 光学研究グループ代表者ミーティング 折詰 21 宮武　直樹 (リ コ ー)

17:30 ～ 19:00 Ｋ 2号館	
3F-1301（KM会場） 新領域グループ重力場応用ミーティング - 20 真下　　茂 (熊 本 大)

17:30 ～ 19:30 C5 号館	
3F-308 応用電子物性分科会幹事会 折詰 26 荒川　太郎 (横 国 大)

17:30 ～ 19:30 K2 号館	
4F-1404

有機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 折詰 50 福田　隆史 (産 総 研)

17:30 ～ 19:30 K2 号館	
4F-1408 シリコンテクノロジー分科会幹事会 折詰 45 酒井　　朗 (阪 大)

17:30 ～ 19:30 K2 号館	
4F-1405 SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 折詰 30 土方　泰斗 (埼 玉 大)

18:00 ～ 19:30 C5 号館	
3F-302 超伝導分科会幹事会 折詰 20 川山　　巌 (阪 大)

3/26	
( 土 )

9:30 ～ 10:30 K2 号館	
4F-1405 ＵＳＢキー説明会 - 30 応用物理学会本部

11:00 ～ 13:00 C5 号館	
3F-301 支部長会議 折詰 19 応用物理学会本部

12:00 ～ 13:00 C5 号館	
3F-303 応用物理教育分科会　幹事会 - 20 小川　賀代 (日 本 女 子 大)

12:00 ～ 13:00 C5 号館	
3F-320 光エレクトロニクス分科インフォーマルミーティング 折詰 8 村田　博司 (阪 大)

12:00 ～ 13:30 B5 号館	
3F-2303（BS 会場） 応用電子物性分科会総会・会員の集い 折詰 100 荒川　太郎 (横 国 大)

12:00 ～ 13:30 C5 号館	
3F-304 日本光学会　OR出版委員会 折詰 10 中楯　末三 (東 京 工 芸 大)

12:00 ～ 14:00 K2 号館	
4F-1408 MBE2012 拡大実行委員会 折詰 45 長谷川繁彦 (阪 大)

12:00 ～ 14:00 K2 号館	
4F-1404 ＩＷＮ	2012　実行・プログラム合同委員会 折詰 35 本田　善央 (名 大)

12:10 ～ 13:00 C5 号館	
3F-321 テラヘルツ電磁波技術研究会 折詰 8 紀和　利彦 (岡 山 大)

12:30 ～ 13:30 C5 号館	
3F-302 ナノワイヤ研究グループ　キックオフミーティング - 25 原　真二郎 (北 大)

15:30 ～ 18:30 B5 号館	
3F-2303（BS 会場） APEX/JJAP	フレンドシップミーティング - 150 小林　康之 (N T T)

17:30 ～ 19:00 C5 号館	
3F-303 OPJ2011 実行委員会 折詰 25 谷田　　純 (阪 大)

17:30 ～ 19:00 C5 号館	
3F-301 偏光計測・制御技術研究グループ　運営委員会 - 15 大谷　幸利 (宇 都 宮 大)

17:30 ～ 19:30 C5 号館	
3F-308 電子材料シンポジウム (EMS-30)	運営・実行合同委員会 折詰 30 太田　実雄 (東 大)

18:00 ～ 19:30 C5 号館	
3F-302 シリサイド系半導体と関連物質研究会幹事会 - 25 鵜殿　治彦 (茨 城 大)




