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PF-UA 報告

PF-UA 小委員会メンバー
任期：
庶務幹事

植草秀裕

2018 年 4 月 1 日 〜 2021 年 3 月 31 日

庶務小委員会：植草秀裕（委員長）
，近藤寛，鈴木昭夫，

平成 30 年 4 月より清水敏之 PF-UA 新会長の下，新し

田中信忠，田渕雅夫，船守展正

い幹事会，運営委員会の活動がスタートいたしました。
PF-UA ホームページには清水会長の「会長挨拶」が掲

行事小委員会：伏信進矢（委員長），北島昌史（委員長），

載されておりますので，ご覧いただければと思います。

千田俊哉，増田卓也，松村浩由，横谷明徳

PF-UA には，その活動を支える 7 つの小委員会がありま
すが，それぞれ幹事を委員長，運営委員をメンバーとして

広報小委員会：前川雅樹（委員長），山本勝宏（委員長），

組織されました。庶務小委員会は庶務の統括や PF との連

雨宮健太，一國伸之，佐藤宇史，宮脇律郎

絡，行事小委員会は各種学術会合や講習会，また量子ビー
ムサイエンスフェスタや，JSR（日本放射光学会年会・放

戦略・将来計画検討小委員会：朝倉清高（委員長）
，平井

射光科学合同シンポジウム）の運営，広報小委員会は PF

光博（委員長），足立伸一，鍵裕之，腰原伸也，小林寿夫，

ニュース等を利用した情報発信，戦略・将来計画検討小委

佐々木聡，佐藤衛

員会は PF-UA や PF の将来計画への提言，推薦・選挙管理
小委員会は運営委員会および次期会長の選挙管理，共同利

推薦・選挙管理小委員会：沼子千弥（委員長），阿部善也（委

用小委員会は PF ユーザーやユーザーグループに関する意

員長），奥部真樹，齋藤智彦，船守展正

見集約，教育小委員会は講習会などを含む広く教育に関係
する事項を扱います。

共同利用小委員会：上久保裕生（委員長），米山明男（委

先日開催されました第 1 回幹事会，第 1 回運営委員会の

員長），雨宮健太，齋藤智彦，松村浩由，山口博隆

議事録が PF-UA のホームページまた，本号に掲載されて
おります。

教育小委員会：市川創作（委員長），奥田浩司（委員長），

その中で特に PF-UA 会則・細則の検討が行われました。

東善郎，木村正雄，佐藤友子，志村考功，田渕雅夫，手塚

この数年，会則・細則の細かい改定が行われてきましたが，

泰久

最近の個人情報保護の観点から，より現実に合った方法で
会員資格を定め，会員名簿を作成・管理する必要がありま
す。このためには，PF-UA 会則・細則の大きな改定を行

平成 30 年度第１回 PF-UA 幹事会議事録

う必要があり，年度末の PF-UA 総会に向けてしっかりと
議論を行います。また，PF と PF-UA の間の覚え書きにつ

日時：5 月 29 日（火）13 時〜 15 時

いても，会則・細則に合った現実的な形に改定し，早期に

場所：KEK4 号館 1 階セミナーホール

取り交わします。

参加者：清水敏之（PF-UA 会長），植草秀裕（庶務），田

会員増強，特に企業の皆様にも賛助会員として PF-UA

中信忠（会計），伏信進矢（行事），朝倉清高（戦略・将来

の活動に興味を持っていただくこと，また PF-UA，ある

計画），平井光博（戦略・将来計画），沼子千弥（推薦・選

いは UG をさらに活性化させる新しい活動の検討も行いま

挙管理），奥田浩司（教育），船守展正（運営委員），伴 弘

す。PF-UA，PF を取り巻く環境も常に注視し，両組織が

司（オブザーバー），小杉信博（物質構造科学研究所所長）

今後も発展できるよう，PF と緊密な連携をとりながら UA
の運営を行うことは言うまでもありません。

議事次第に従い，庶務幹事を司会として平成 30 年度第１

PF-UA 会員の皆様におかれましても，PF や PF-UA の

回幹事会を行った。

活動についてご意見，疑問点などございましたら，PF-UA

会長挨拶（清水 会長）

事務局または庶務幹事までお知らせいただければ幸いで

所長挨拶（小杉 所長）

す。PF-UA の活動は会員の皆様のご協力により初めて成
り立つものです。今後とも皆様からのご支援を心よりお願

【報告事項】

い申し上げます。

１） 幹事紹介
２）各幹事の用務内容の確認
会則に記載の各小委員会について用務を確認した。
３） 小委員会メンバーの確定
４） 会計報告（田中 会計幹事）
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平成 29 年度会計報告を行った。単年度黒字を次年度

第 2 章 第 5 条 の 会 員 資 格 に つ い て， 会 員 が 複 数 年

に繰り越す。

PF-UA 会員となる方式が好ましいことを確認した。

５） PF と PF-UA の覚え書きの確認

さらに個人情報管理や第 2 項会員制度が機能するよ

毎年，PF と PF-UA の覚え書きを取り交わしている。

うに，修正することを確認し，修正内容について議

現状に即した内容に修正し，早期に取り交わす予定

論を行った。また会則・細則を現状に合うように修

であることを報告した。

正することを確認した。今後は会長，庶務幹事を中

６） 施設報告（船守 運営委員）

心に，施設側とも十分に協議をしながら改定案を策
定し，幹事会，運営委員会に報告することとした。

【協議事項】

２） PF-UA 予算（田中 会計幹事）

１） 会則の変更について

平成 30 年度予算案を承認した。

２） PF-UA 予算（田中 会計幹事）

３） 今後の予定

３） 今後の予定

会則の改定に関連し，第 2 回以降の幹事会，運営委

４） その他

員会を開催する。2019 年 1 月に JSR で PF-UA の集い
を行う，2019 年 3 月の量子ビームサイエンスフェス
タで PF-UA 総会を行う予定を紹介した。
４） その他

平成 30 年度第 1 回 PF-UA 運営委員会
議事録

特に会則の改定内容について，意見交換を行った。

日時：5 月 29 日（火）15 時〜 17 時
場所：KEK4 号館 1 階セミナーホール
参加者：朝倉清高 *，植草秀裕 *，奥田浩司 *，鍵裕之，
腰原伸也，近藤 寛，佐々木聡，鈴木昭夫，手塚泰久，沼
子千弥，山口博隆，横谷明徳，足立伸一，雨宮健太，木村
正雄，千田俊哉，船守展正，伏信進矢 **，田中信忠 **，
平井光博 **，清水敏之（PF-UA 会長），小杉信博（物質構
造科学研究所所長），伴弘司（オブザーバー），兵藤一行（オ
ブザーバー）* 幹事兼任，** 幹事
議事次第に従い，庶務幹事を司会として平成 30 年度第 1
回運営委員会を行った。
会長挨拶（清水会長）
所長挨拶（小杉所長）
【報告事項】（庶務幹事）
１） 幹事紹介
幹事・運営委員構成について紹介した。
２） 小委員会メンバーの確定
各幹事を委員長とする小委員会編成を確定した
３） 会計報告（田中 会計幹事）
平成 29 年度会計報告を承認した。単年度黒字を次年
度に繰り越す。
４） PF と PF-UA の覚え書きの確認
毎年，PF と PF-UA の覚え書きを取り交わしている。
現状に即した内容に修正し，早期に取り交わす予定
であることを報告した。
５） 施設報告（船守 運営委員）
H30 年度 PF・PF-AR 運転予定，運転時間推移，運転
予定の詳細，課題数・ユーザー数・論文数推移，BL19 整備，宿舎建設について報告した。
【協議事項】（庶務幹事）
１） 会則の変更について
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