
情報処理学会　東北支部

■支部総会における出席者および下記案件可決の報告
平成 18 年 5 月 10 日（水）13 時 00 分より，東北大学工学部電子情報システム・応物系451・453
号室において開催され，西関支部長を議長として下記案件を異議なく承認可決した．出席者180
名（委任状 155 名を含む）．総会後，東北大学工学部電子情報システム・応物系 101 大講義室に
おいて，株式会社アイティーファームの中田篤氏が「ＩＴとベンチャーキャピタル」という演
題で講演を行い，盛会のうちに終了した（参加者約 260 名）．その後，市内ホテルで行われた懇
親会には 23 名が参加し，親交を深めた．

 

■平成 17 年度事業報告
1. 支部総会

平成 17 年 4 月 27 日, 東北大学工学部, 参加者 182 名（委任状 167 名を含む）
2. 役員会等の開催

役員会　1 回（平成 18 年 4 月 21 日）
幹事会　1 回（平成 18 年 3 月 16 日）

3. 事業計画に基づく行事
(1)電気関係学会東北支部連合大会

・8 月 25 日～26 日, 岩手大学
・特別講演：「奥州平泉と源義経」 大矢邦宣　氏　(平泉郷土館 館長)
・一般講演：346 件，参加者数：延べ 650 名，論文集売上数 84 冊
・広告掲載企業：96 社, 賛助企業数：9 社

(2)研究講演会開催　5 回
第 319 回（平成 17 年 4 月 27 日（水））（於 東北大学工学部）
題　　目：「将来の AV と IT について」
講　　師：山口忠博 氏 （パイオニア株式会社 常務取締役）
参加者数：約 270 名
第 320 回（平成 17 年 5 月 20 日（金））（於 東北大学工学部）
題　　目：「QoS Route Selection in Communication Networks」
講　　師：Dr. Krishnaiyan Thulasiraman (University of Oklahoma)
参加者数：約 30 名
第 321 回（平成 17 年 10 月 24 日（月））（於 秋田大学工学資源学部）
題　　目：「言葉と文化の壁を乗り越えて－中国における日本語教育と情報社会の現状－」
講　　師：王秀文 氏 （大連民族学院大学）
参加者数：約 90 名
第 322 回（平成 17 年 12 月 2 日（金））（於 東北大学工学部）
題　　目：「Extremal graphs with no disconnecting matching」
講　　師：Prof. Andrzej Proskurowski (オレゴン大学)
参加者数：約 50 名
第 323 回（平成 18 年 1 月 13 日（金））（於 岩手大学工学部）
題　　目：「ユビキタスコンピューティング＠ホーム」
講　　師：椎尾一郎 氏 （お茶の水女子大学理学部情報科学科）
参加者数：約 50 名

(3)研究会開催　5 回
第 1 回研究会（平成 17 年 12 月 5 日～6 日）
秋田大学，発表 16 件，参加 70 名
第 2 回研究会（平成 18 年 1 月 12 日）
八戸工業大学，発表 17 件，参加 40 名
第 3 回研究会（平成 18 年 1 月 13 日）
岩手大学，発表 26 件，参加 75 名
第 4 回研究会（平成 18 年 1 月 14 日）
日本大学工学部，発表 31 件，参加 57 名
第 5 回研究会（平成 18 年 3 月 17 日）
山形大学，発表 56 件，参加 92 名



(4)表彰
①学生奨励賞の贈呈　10 名
大澤 博（弘前大学），佐々木 大輔（八戸工業大学），小岩 裕介（岩手大学）
高橋 真理央（秋田大学），梅木 智光（鶴岡工業高等専門学校），芳賀 公範（山形大学）
佐々木 愛（東北大学），村田 友也（東北工業大学），
佐藤 彰洋（仙台電波工業高等専門学校）三十尾 直樹（会津大学）
②支部奨励賞の贈呈　4 名
佐藤 充　（秋田大学），明珍 甲太（秋田大学）
宮本 篤志（東北大学），渡邊 康広（東北大学）
③支部野口研究奨励賞の贈呈　1 名
住井英二郎（東北大学大学院情報科学研究科／助教授）

(5)支部だより発刊　4 回
(6)共催　2 回

①電子情報通信学会東北支部主催講演会「知能と計算」
平成 17 年 11 月 11 日，秋田大学工学資源学部
②映像情報メディア学会東北支部主催講演会「これからの放送サービス」
平成 18 年 3 月 10 日，かんぽヘルスプラザ仙台

(7)後援　1 回
東北大学情報シナジーセンター開放講座
平成 17 年 12 月 26 日～27 日，東北大学創造工学センター

(8)協賛　1 回
平成 17 年度グリッド講演会
平成 17 年 11 月 14 日，たざわこ芸術村

■平成 18 年度役員（*は新役員（含再任））
支部長　　牧野 正三*（東北大）
監　事　　菊地 正衡*（NTT データ東北）
庶務幹事　佐藤 義郎（NTT データ東北），*鈴木 基之（東北大）
会計幹事　斉藤 文雄*（富士通），福士 将（東北大）
広報幹事　岡 敏幸（日立東日本ソリューションズ），*北形 元（東北大）
評議員　　西関 隆夫*（東北大），水木 敬明*（東北大），菅谷 至寛（東北大）

和泉 勇治*（東北大），小野口 一則*（弘前大），苫米地 宣裕（八戸工業大）
大窪 嘉壽*（青森公立大），西田 眞*（秋田大），小澤 一文*（秋田県立大）
李 仕剛（岩手大），布川 博士*（岩手県立大），後藤 源助*（山形大）
木下 哲男（東北大），小島 正美*（東北工業大），岩本 正敏*（東北学院大）
千葉 慎二（仙台電波工高専），齋藤 寛*（会津大），阿部 健一*（日本大）
山本 敏孝*（日本電気），秋山 正史（NEC ソフトウェア東北）
小田島 達郎（日本アイ・ビー・エム），中島 伸*（東芝ソリュ-ション）
瓜生 広仁*（富士通東北システムズ）

■平成 18 年度事業計画
1. 支部総会

平成 18 年 5 月 10 日, 東北大学工学部（*上記実施済）
2. 役員会等

役員会　1～2 回程度
幹事会　1～2 回程度

3. 各種事業
(1)電気関係学会東北支部連合大会, 8 月 31 日～9 月 1 日, 秋田大学
(2)講演会　10 回程度
(3)研究会　5 回程度
(4)表彰：

学生奨励賞の授与　10 名程度
支部奨励賞の授与　5 名程度
支部野口研究奨励賞の授与　1 名程度

(5)支部だよりの発刊　4 回



■平成 17 年度決算および平成 18 年度予算（単位：円）

平成 17 年度 平成 18 年度
収入

予算 決算 予算

本部からの繰入 1,800,000 1,800,000 1,800,000
  （明細）支部交付金 1,800,000 1,800,000 1,800,000
事業収入 0 50,000 50,000
  （明細）活動支援金 　 50,000 50,000
雑収入（利息等） 100 24 100

当期収入合計 (A) 1,800,100 1,850,024 1,850,100
前期繰越収支差額 1,802,410 1,802,410 1,911,735
収入合計 (B) 3,602,510 3,652,434 3,761,835

平成 17 年度 平成 18 年度
支出

予算 決算 予算

事業費 1,300,000 979,403 1,350,000
  （明細）支部総会 200,000 122,080 200,000
  （明細）支部表彰 330,000 187,879 380,000
  （明細）支部連合大会 310,000 310,000 310,000
  （明細）講演会 230,000 154,444 230,000
  （明細）研究会 230,000 205,000 230,000
事務費 570,000 441,296 570,000
  （明細）広報発行 150,000 62,400 80,000
  （明細）幹事・役員会 100,000 66,205 100,000
  （明細）印刷費 70,000 14,780 50,000
  （明細）通信費 20,000 19,380 20,000
  （明細）旅費 200,000 276,151 300,000
  （明細）雑費 30,000 2,380 20,000
事務委託費 320,000 320,000 320,000

当期支出合計 (C) 2,190,000 1,740,699 2,240,000
当期収支差額 (A-C) -389,900 109,325 -389,900
次期繰越収支差額 (B-C) 1,412,510 1,911,735 1,521,835


