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理事および会長の選挙について
● 理事の選挙について
以下の理事9名は2017年12月で任期満了となることから、新たに2018-2021年度（任期4年）の理事9名を選挙で選出
します。
＜2017年12月で任期が満了する理事＞
大学）、新井達郎（筑波大学）、河合

阿部二朗（青山学院大学）、池田

浩（大阪府立大学）、村越

敬（北海道

壯（奈良先端科学技術大学院大学）、玉井尚登（関西学院大学）、福住俊一

（大阪大学）、山田容子（奈良先端科学技術大学院大学）、横山

泰（横浜国立大学）

※前回選挙選出の理事9名は任期が2016-2019年度の4年間で、今回は非改選。
＜非改選理事＞

石谷

治（東京工業大学）、朝日

馬大学）、小畠誠也（大阪市立大学）
、立間

剛（愛媛大学）、大谷文章（北海道大学）、奥津哲夫（群

徹（東京大学）
、坪井泰之（大阪市立大学）
、長谷川美貴（青山

学院大学）、松田建児（京都大学）
※会長指名理事6名は任期2年で、2017年12月で任期満了。
＜会長指名理事＞

瀬川浩司（東京大学）、阿部

竜（京都大学）、高木慎介（首都大学東京）、天野

高（分

光計器）、松田広久（MCDC）、森田一二夫（東京インスツルメンツ）
※討論会担当理事2名も任期2年で、各討論会の翌年12月に任期満了。
＜討論会担当理事＞

石井和之（東京大学、2017年12月まで）、和田健彦（東北大学、2018年12月まで）

投票はオンラインで行います。協会に登録されている電子メールアドレスに投票用の個別URLを送信しますので、
電子メールアドレスに変更がある場合は、事務局にご連絡ください。また、選挙用電子メールがスパム扱いにならな
いように対策をお願いします。正会員の皆様には、積極的な投票をお願い申し上げます。
被選挙人：

2017年6月末の正会員登録者（会長経験者、現理事を除く）

選挙人：

2017年6月末の正会員登録者

選挙用電子メールアドレス：
日程：

senkyo@photochemistry.jp

2017年7月上旬

選挙詳細を電子メール送信（正会員のみ）

2017年7月中旬

理事選挙投票用個別URLを電子メール送信（正会員のみ）

2017年7月24-28日

理事選挙オンライン投票期間（正会員のみ、5日間）

● 会長の選挙について
2013年度総会で、会長（任期2年）を全会員の直接選挙で選ぶことが決定しました。その後、理事会で実施方法を検
討し、2014年度総会で、理事会承認の細則に基づく以下の内容が承認されました。
１）18名の次期理事による会長候補推者薦委員会（討論会前日もしくは初日）で、候補者3名を選出。
（会長就任を受諾する方のみ）
２）総会と電子的媒体（協会ホームページ、電子メール）により会長候補者を紹介。
３）総会終了後一ヶ月程度以内に協会の全正会員によるオンライン直接選挙により会長を選出。
４）協会事務局から会長選出者の氏名・所属を、電子的媒体を通して全会員に周知。
2018-2019年度の会長の選挙は、このルールに則って実施します。
投票はオンラインで行います。協会に登録されている電子メールアドレスに投票用の個別URLを送信しますので、
電子メールアドレスに変更がある場合は、事務局にご連絡ください。また、選挙用電子メールがスパム扱いにならな
いように対策をお願いします。正会員の皆様には、積極的な投票をお願い申し上げます。
被選挙人：

会長候補推者薦委員会で選出された3名

選挙人：

2017年6月末の正会員登録者

選挙用電子メールアドレス：
日程：

senkyo@photochemistry.jp

2017年9月5日

総会にて新理事の承認・会長候補者の紹介（全会員）

2017年9月11日

会長選挙詳細を電子メール送信（正会員のみ）

2017年9月15日

会長選挙投票用個別URLを電子メール送信（正会員のみ）

2017年9月25-29日

会長選挙オンライン投票期間（正会員のみ、5日間）
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The Election of the Directors and the President
●The election of the directors
In this election, 9 directors of four-year term (2018-2021) shall be newly elected.
Eligible person for the election：Those registered as regular members as of end-June, 2017, except for former presidents and
current directors.
Elector： Those registered as regular members as of end-June, 2017
Email address for the election： senkyo@photochemistry.jp
Voting shall be casted online. A personalized voting URL link will be created and sent out to the registered email addresses of the
members. If there are any changes of the registered email addresses, please notify Secretariat of JPA. Please take necessary measures
to prevent the email address for the election from being referred to as spam.
[List of directors in office for two more years (not eligible in this election)]
ASAHI Tsuyoshi (Ehime Univ.), HASEGAWA Miki (Aoyama Gakuin Univ.), ISHITANI Osamu (Tokyo Tech.)
KOBATAKE Seiya (Osaka City Univ.), MATSUDA Kenji (Kyoto Univ.), OHTANI Bunsho (Hokkaido Univ.)
OKUTSU Tetsuo (Gunma Univ.), TATSUMA Tetsu (UTokyo), TSUBOI Yasuyuki (Osaka City Univ.)
Schedule
Early July, 2017

Announcement by email to regular members regarding details of the election

Mid July, 2017

A personalized URL link to vote for the directors will be sent out by email

2017/7/24-28

Online voting period (5 days) for the election of directors

● The election of the president
The direct election of the president for 2018-2019 by all the regular members will be conducted online based on the regulations. We
would like to encourage the regular members to actively indicate their will by casting their vote online. The name and the affiliation of
the elected president will be announced electronically from Secretariat of JPA to all the members.
Elector： Those registered as regular members as of end-June, 2017
Email address for the election： senkyo@photochemistry.jp
Voting shall be casted online. A personalized voting URL link will be created and sent out to the registered email mailing addresses of
the members. If there are any changes of the registered email addresses, please notify Secretariat of JPA. Please take necessary
measures to prevent the email address for the election from being referred to as spam.
Schedule
2017/ 9/5

Approval of new directors and introduction of candidates for the presidency at the annual meeting

2017/ 9/11

Announcement by email to regular members regarding details of the election for presidency

2017/ 9/15

A personalized URL link to vote for the presidency will be sent out by email

2017/ 9/25-29

Online voting period (5 days) for presidency
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