
情報処理学会 九州支部 
 

平成 16 年 5 月 7 日（金）14 時より，大分県消費生活・男女共同参画プラザ（大分市）において開催さ

れ，宇津宮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 250 名（委任状： 226 名を

含 む）．また，総会終了後 15 時より本部理事 下條真司氏（大阪大学サイバーメディアセンター教授

／副センター長）が特別講演「ユビキタスネットワークについて」を行い，盛会のうち に終了した． 

 

■平成 15 年度事業報告 

（１）支部総会 

平成 15 年 5 月 9 日、佐賀大学で開催。終了後、前支部長 近藤 弘樹 氏（佐賀大）が  

記念講演「教育支援システム －過去・現在・未来－」を行った。参加人数：229 名  

（委任状提出者 215 名含む） 

 

（２）役員会 

幹事会：3回（平成 15 年 11 月 7 日、平成 16 年 3 月 19 日、4月 2 日） 

評議員会：1回（平成 16 年 3 月 19 日） 

奨励賞選定委員会：2回（平成 15 年 11 月 7 日、平成 16 年 3 月 19 日） 

 

（３）若手の会セミナー 

平成 15 年 10 月 1 日～3日、KKR 雲仙山荘（長崎県南高来郡小浜町）、参加人数：20 名 

 

（４）支部連合大会（電気関係学会九州支部連合大会） 

平成 15 年 9 月 26 日～27 日、崇城大学（熊本市）参加人数：1000 名 

 

（５）火の国情報シンポジウム 2004 

平成 15 年 3 月 5 日から 2日間、大分大学（大分市）において開催予定。参加人数：100 名 

  

（６）講演会等 

・「エージェントが拓く未来社会」（平成１５年度電子情報通信学会九州支部専門講習会） 

平成 15 年 10 月 29 日、鹿児島大学、参加人数：57 名 

・「多利用者情報理論の概観」小林  欣吾（電気通信大学大学院情報システム学研究科） 

平成 16 年 2 月 2 日、九大（箱崎）、参加人数：21 名 

・｢大分統計談話会・第 29 回大会｣ 

平成 16 年 2 月 12 日～13 日、富士通大分システムラボラトリ、参加人数：86 名 

・「Adaptive Multilingual Interfaces」Werner Winiwarter（University of Vienna） 

平成 16 年 3 月 30 日、九大（筑紫）、参加人数：8名 

 

（７）奨励賞 10 名 

平山 嘉之（大分大学）、角 規彦（佐賀大学）、柴田 邦保（早稲田大学） 

塩崎 真史（九州大学）、岩本 貴澄（九州工業大学）、上田 恵（九州大学） 

 小田 謙太郎（九州工業大学）、伊藤 光祐（九州工業大学）、前谷 豊文（九州工業大学） 

 橋本 賢一（大分大学） 

 

 

 

 

 



■平成 16 年度役員（*：新任） 

支部長 宇津宮 孝一（大分大）  

支部幹事 西野 浩明（大分大），日下部 茂*（九大），柴村 英智*（熊大），國近 秀信（九工大）， 

渡 和正（NTT ﾃﾞｰﾀ），岡崎 直宣*（宮崎大），湯下 良一（パナソニック） 

支部監事 川村 克彦 

評議員 近藤 弘樹（佐賀大），荒木 啓二郎*（九大），黒田 英夫*（長崎大）， 

伊藤 精一（九州電力），藤本 康雄*（富士通），孫 寧平（熊本電波高専）， 

吉村 賢治*（福岡大），松尾 聡*（九州ｼｽﾃﾑ情報技術研究所），山下 雅史（九大）， 

竹内 章（九工大），有田 秀昶（ゼンリン），畑 弘樹（東芝九州ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ）， 

坂本 靖夫（三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ），田原 孝博（九州日本電気ｿﾌﾄｳｪｱ） 

 

■平成 16 年度事業計画 

（1）支部総会 平成 16 年 5 月 7日（金）14:00～、大分大学（上記実施済み） 

（2）役員会等 幹事会（数回）、評議員会（1回）、奨励賞選定委員会（2回） 

（3）支部連合大会、平成 16 年 9 月 27 日（月）～28 日（火）、鹿児島大学 

（4）講演会等  約 5 回 

（5）技術者向け専門講習会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ 平成 15 年度決算および平成 16 年度予算                                    （単位：円） 

平成 15 年度 平成 16 年度 
[収 入] 

予算 決算 予算 

本部交付金* 2,140,000 2,140,000 1,990,000

会員拡大支援金 50,000 50,000 50,000

雑収入   22   

特別会計より繰入   1,061,948   

前年度繰越金 173,189 173,189 1,672,601

合計 2,363,189 3,425,159 3,712,601

*：賛助会費還元分を含む       

平成 15 年度 平成 16 年度 
[支 出]  

予算 決算 予算 

事業費 1,620,000 1,153,878 1,756,000

 年次総会 15,000 11,426 15,000

 講演会 60,000 33,333 60,000

 若手の会セミナー 400,000 400,000 400,000

 支部特別事業 0 0 200,000

 支部連合大会 180,000 180,000 180,000

 火の国シンポジウム 385,000 247,104 300,000

 奨励賞表彰 320,000 158,660 390,000

 連絡費 200,000 62,830 150,000

 電子広報費 60,000 60,525 61,000

事務費 735,000 598,680 736,000

 通信費 5,000 0 5,000

 印刷費 150,000 122,700 150,000

 会議費 250,000 175,150 250,000

 雑費 30,000 725 30,000

 事務委託費 300,000 300,105 301,000

予備費 8,189   1,220,601

次年度繰越   1,672,601   

合計 2,363,189 3,425,159 3,712,601

 


