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平成 26 年度情報処理学会四国支部報告会 

日時： 平成 26 年 6 月 6 日（金）14:30～16:30 

場所：香川大学工学部 4301 教室 

(〒761-0396   香川県高松市林町 2217-20) 

 

1．支部報告会 14:30～15:00 

□ 開会の辞 

□ 支部長挨拶   -香川大学工学部電子・情報工学科教授  最所圭三 支部長 

□ 本部役員挨拶  -情報処理学会  加藤由花 理事 

         -情報処理学会 下間芳樹 事務局長 

□ 報告事項 

・平成 25 年度事業等実施状況および平成 26 年度活動計画案について（資料 1） 

・平成 25 年度決算報告および平成 26 年度予算案について（資料 2） 

・平成 26 年度支部運営委員改選結果および平成 26 年度支部運営委員について（資料 3） 

・平成 26 年度電気関係学会四国支部連合大会の開催について（資料 4） 

�  閉会の辞 

 

2．講演会 15:00～16:30 

  講演者：東京女子大学現代教養学部数理科学科 教授 

加藤 由花 氏 （情報処理学会理事） 

  講演表題：「仮想環境を利用した移動ロボット遠隔操作技術 

－実空間と仮想空間の融合を目指して－」 

 

懇親会  17:00～18:30 頃   香川大学工学部生協 



■平成25年度事業等実施状況

会議名 開催日 会場 出席
【1】 支部報告会 平成25年6月14日 香川大学工学部 35名
【2】 定例役員会　3回

第一回支部役員会 平成25年6月14日 和食輝てん 17名（幹事、支部委員 2012年度役員含む）
第二回支部役員会 平成25年12月7日 JRホテルクレメント高松　会議場 13名（幹事、支部委員）
第三回支部役員会 平成26年3月15日 JRホテルクレメント高松　会議場 11名（幹事、支部委員）
第四回支部役員会 平成26年6月6日　　　 　　和食輝てん　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　14名（幹事，支部役員）

【3】 支部大会
2013 電気関系学会四国支部連合大会 平成25年9月21日 徳島大学工学部 493名(講演者346名)

【4】 支部講演会　9回
(1) デジタルミュージアムと観光 平成25年6月14日 香川大学工学部 42名

講師：池内克史氏（東京大学大学院情報学環，生産技術研究所教授）

(2) Kachako: 非構造化ビッグデータ処理の全自動システム 平成25年6月27日 高知工科大学 35名
講師：狩野芳伸氏（さきがけ研究員・国立情報学研究所）

(3) MRIでみえるマクロな脳構造と社会的行動の個人差 平成25年6月27日 高知工科大学 35名
講師：金井良太氏（サセックス大学）

(4) 自然科学の探求とセキュアなシステム開発について 平成25年10月7日 香川大学工学部 57名
講師：野村真佐美氏（株式会社アーヴァイン・システムズ）

(5) SNS ビッグデータ俯瞰分析による価値創造 平成25年10月11日 香川大学工学部 55名
講師：大槻明氏（東京工業大学）

(6) HTML5 と Android について 平成25年10月18日 香川大学工学部 61名
講師：丸山不二夫氏 (日本アンドロイドの会会長 早稲田大学客員教授)

(7) Design and Test of Digital Microfluidic Biochips 平成25年11月1日 愛媛大学工学部 45名
講師：Krishnendu Chakrabarty　教授（米国デューク大学）

(8) センシングにおけるプライバシー情報の保護と利用 平成25年12月2日 愛媛大学工学部 90名
講師：馬場口登氏（大阪大学大学院工学研究科教授）

(9) かわいい人工物の系統的研究 平成25年12月20日 香川大学工学部 47名
講師：大倉典子氏（芝浦工業大学工学部教授）

【5】 支部事業
(1) ソフトウェアテストシンポジウム2013四国 平成25年7月19日 香川大学幸町キャンパス 58名

(2) 愛媛大学工学部情報工学科プログラミングコンテスト 平成25年8月20日 愛媛大学工学部 7校（28名）

(3) エンタテインメントコンピューティング２０１３ 平成25年10月4日～10月6日 サンポート高松および国際会議場 155名

(4) 情報セキュリティシンポジウム道後2014 平成26年2月27日～2月28日 約600名

【6】 学生奨励賞
電気学会四国支部、電子情報通信学会四国支部と合同で表彰 48名

松山市立子規記念博物館，ホテル八千代，ホテル椿館
本館
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■2014年度事業計画 (案)

2014年度事業として、下記の事業を計画し、会員相互の啓発と交流を図る。

【１】 支部報告会
　新年度役員、2013報告、2014計画、収支状況の報告など
　記念講演会　

【２】 支部役員会等　4回
　　支部役員および支部委員合同会議を実施する。
　　　　

【３】 支部大会　
　　電気関係学会四国支部連合大会を共催（情報処理学会四国支部が事務局担当）し、支部会員の研究発表の場を設ける。

【４】 支部講演会　
　　講演会を実施・後援する。実施にあたっては、支部会員にとって有意義なテーマを選定する。

【５】 支部共催事業
　四国で開催される情報分野のセミナー等を共催する。予定されているセミナー等は以下である。
　・ソフトウェアテストシンポジウム四国
　・四国オープンソースセミナー  (オープンソースカンファレンス)
　・EPOCH＠まつやま

【６】 表彰
　電気学会四国支部、電子情報通信学会四国支部と合同で学生奨励賞等を贈呈する。

【７】 その他
　四国地区における情報関連学会との交流を図る。
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■平成２５年度決算報告および平成２６年度予算

収入 2013年度 2014年度

予算 決算 予算

本部からの繰入相当額 1,395,000 1,226,000 1,327,000

　 支部交付金相当額 1,395,000 1,226,000 1,327,000

　 記念事業支援金相当額 0 0 0

事業収入 0 562,946 0

　 支部大会 0 562,946 0

　 講演会 0 0 0

　 研究会 0 0 0

0 0 0

補助金収入 0 0 0

　 補助・助成 0 0 0

雑収入（利息等） 0 50 0

当期収入合計 (A) 1,395,000 1,788,996 1,327,000

支出 2013年度 2014年度

予算 決算 予算

事業費 830,000 1,412,153 800,000

　 支部大会 250,000 450,240 240,000

　 講演会 250,000 890,877 240,000

　 研究会 250,000 0 240,000

　 学生奨励賞表彰 80,000 71,036 80,000

管理費 565,000 556,737 527,000

　 評議員会・幹事会 450,000 364,556 410,000

　 総会 50,000 25,451 50,000

　 事務委託会社への委託費 0 0 0

　 ホームページサーバ使用料 50,000 56,070 50,000

　 その他 15,000 108,060 17,000

　 雑費 0 2,600 0

予備費等（任意） 0 0 0

当期支出合計 (C) 1,395,000 1,968,890 1,327,000

当期収支差額 (A-C) 0 -179,894 0



 

Welcome to SJCIEE 2014 

SJCIEE 2014: Shikoku-section Joint Convention of the Institutes of Electrical and related Engineers. 

 

平成２６年度電気関係学会四国支部連合大会のご案内 

☆☆☆  多数ご参加いただきますようご案内いたします ☆☆☆  

 

開催日時   平成２６年 9 月１３日（土） 9:00 ～ 17:00 （受付：当日 8:00～、前日 15:00-17:00） 

 

場 所   徳島大学工学部共通講義棟（徳島県徳島市南常三島町２－１） 

 

主 催   電気学会，電子情報通信学会，情報処理学会，照明学会，映像情報メディア学会， 

計測自動制御学会，IEEE，電気設備学会 各四国支部 

 

講演内容   最近行った主催学会に関連ある研究，調査，設計，開発，工事報告，現地試験報告などで学術的価値

があるもの。 

参加資格   大会への参加資格は特に定めません。 

大会参加費   ○ 事前参加申込の場合 

大会ホームページから，事前に参加申込手続きが必要です。 

締切：８月２２日（金） 、送金も完了すること 

・ 大会参加費（CD-ROM を含む）： 

正会員 3,000 円， 非会員（学生以外） 3,500 円， 

学生（発表者）（留学生を含む）1,000 円， 学生（聴講のみ） 0 円（事前登録は必要） 

・ 論文集（CD-ROM）のみ購入：3,500 円（郵送の場合），3,000 円（会場で受取の場合）  

・懇親会：一般 2,000 円，学生 1,000 円 

・送金 

大会参加費等は銀行振込により送金してください。（振替手数料は申込者負担） 

振込人名の前に、申込受付メールに記載の受付番号を記入してください。 

徳島銀行 助任支店 普通預金 8537430 

    平成 2６年度電気関係学会四国支部連合大会 会計幹事 大野将樹（ｵｵﾉ ﾏｻｷ） 

大会当日に，受付にて参加章と大会プログラムを必ずお受け取り下さい． 
 

○ 当日参加申込の場合 

・ 大会参加費（CD-ROM を含む）： 

正会員 4,000 円，非会員（学生以外） 4,500 円， 

学生（発表者）（留学生を含む）2,000 円，学生（聴講のみ） １,000 円 

・論文集（CD-ROM）のみ購入：3,000 円 

・懇親会：一般 2,000 円，学生 1,000 円 

 

ホームページ   詳細は，電気関係学会四国支部連合大会ホームページ（http://sjciee.org/）をご覧下さい。 

大会事務局 TEL：088-656-7497, E-Mail:  meeting@sjciee.org 

＜裏面に続く＞ 

資料４ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

★  一般講演 ★  

実施日時   平成２６年 9 月 1３日（土） ９:00 ～ 12:00，13:00 ～ 17:00 

場 所   徳島大学工学部共通講義棟 

講演部門   「基礎」，「放電物理」，「電力」，「電気機器」，「パワーエレクトロニクス」，「照明・電熱」，「計測」，

「制御」，「電子回路」，「計算機」，「材料」，「通信」，「映像メディア・画像処理」，「医用生体工学」，

「人工知能」，「ネットワーク・セキュリティ」，「インタフェース」，「データベース」，「情報処理応

用」，「情報システム」 

講演形態   講演（7 分）質疑応答交代時間（3 分）により，1 講演につき 10 分間。 

プロジェクタのみ事務局が準備します。発表者は各自パソコン等を用意して下さい。発表者は、交替

後速やかに発表できるようご準備ください。 

講 演 者   各主催学会会員 

★  懇 親 会 ★  

実施日時   平成２６年９月１３日（土） 17:00 ～ 19:00 

場 所   徳島大学生協食堂  

会 費   一般 2,000 円， 学生 1,000 円 

申込方法   大会ホームページから，事前の参加申込手続きが必要です。（締切：８月２２日（金）） 

定員に余裕があれば、当日も受け付けます。 




